お・知・ら・せ

information
●申込み・問合せ 市役所環境政策
課 電話０５５‐９４９‐６８０４

●と

き

７月１３日（日）
開場１３：３０開演１４：００
韮山時代劇場大ホール

●ところ
●出 演
川井郁子（ヴァイオリン）
アントニオ・アロンソ（フラメンコ）
５００円
●チケット 【全席指定】３，
＊未就学児の入場はできません。
（土）
●チケット販売開始 ５月１０日
●チケット販売所＊変更になりました
韮山時代劇場、アクシスかつらぎ、
市民部市民サービス課、韮山市民サ
ービス課、大仁市民サービス課、中
央図書館、伊豆箱根鉄道修善寺駅・
大場駅・三島広小路駅
●問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

入場無料、だれでも参加できます。
●と き ５月１０日（土）
開場１２：３０開演１３：３０
●ところ 韮山時代劇場映像ホール
●講 師 山田洲宏氏（近畿福祉大
学福祉心理学科教授）
●問合せ 伊豆の国市社会福祉協議会
電話０５５‐９４９‐５８１８

●と

き

●ところ
●内 容

●問合せ

４月２０日（日）
１０：００〜１３：００
ぬくもりの里
各種模擬店、演芸、ミニ
バザー、イトーヨーカド
ーふれあいショッピング
ぬくもりの里
電話０５５８‐７６‐６７００

４月２６日（土）に開催するグリー
ンフェスタで実施する『花壇作りコ
ンテスト』の参加者を募集中！
● 内 容 会場設置の特設花壇（
９０ ×９０ ）にオリジナルの花壇
を制作。花や苗木は、設定された
上限の範囲内で会場内店舗で自由
に選定できます。花壇の飾り付け
に使用するオブジェ等のみ持ち込
み可。イベント当日に審査をして、
上位チームを表彰します。
●定 員 １６チーム（１チーム３
人以上）＊応募多数の場合は抽選
●申込期限 ４月２１日（月）

子育て中の親子を対象に、読み
聞かせやリズム体操等の親子遊び
や、お母さんのリラックスタイム・
個別相談などを行うサロンです。
保育士や地域のボランティア・お母
さん同士の育児体験を話し合う場
です。気軽に参加してください。
●と き
５月１３日、２７日、６月１０日、２４
日、７月１日、２２日、８月５日、
２６日、９月９日、３０日（全１０回、
いずれも火曜日９：３０〜１１：３０）
●ところ 江 間 防 災 セ ン タ ー 、 長
岡保健センターなど
●定 員 ３０組＊応募多数の場合
は抽選
●申込み ４月２４日（木）までに電
話またはＦＡＸで下記へ。
●申込み・問合せ 市役所福祉課
電話０５５８‐７６‐８００８
ＦＡＸ０５５８‐７６‐８０２９

子育て中のお母さんたちが集ま
って、視野の広い豊かな育児を目
指して活動します。子育て情報を
交換したり仲間づくりをしません
か？親子でも参加可。申し込みは
随時受け付けます。
●と き 月１回程度
●ところ 大仁児童館など
０００円
●入会金 １，
●申込み・問合せ 大仁児童館
電話０５５８‐７６‐１３４６（月曜休館）

平成２１年１０月２４日（土）〜１１
月 ８ 日（ 日 ）に『 第 ２４ 回 国 民 文 化
祭・しずおか２００９』が行われ、伊
豆の国市では『合唱の祭典』を開催
します。そのプレイベントとして
今年、静岡県芸術祭合唱コンクー
ルを開催します。国民文化祭記念
合唱団『伊豆の国』の団員として、
このイベントに出演し、国民文化
祭を盛り上げましょう。
●応募条件
小学生以上で、１１月３０日（日）の
プレイベントに参加できる人
●練習日時
５月１３日（火）１９：００〜結団式、
以降毎週火曜日１９：００〜２１：００
●練習場所 アクシスかつらぎ
０００円
●参加費 一般３，
高校生以下１，
０００円
●申込み ４月３０日（水）までに郵
送、電話またはＦＡＸで下記へ。
●申込み・問合せ 第２４回国民文
化祭伊豆の国市実行委員会事務局
（市役所文化振興課内）〒４１０‐２２０１
古奈２５５ 電話０５５‐９４８‐０２２５
ＦＡＸ０５５‐９４８‐０８５５

静岡県東部地区の中学生と一緒
に航海体験や洋上研修、北海道で
の体験学習に参加して、新しい自
分の発見や仲間づくり、思い出づ
くりをしませんか。
●と き
７月２７日（日）〜８月２日（土）
●研修地
北海道（日高・大雪・札幌など）
●応募資格 全研修日程に参加可
能な県東部地区在住の中学生
●定 員 伊豆の国市から１５人
０００円
●参加費 ４５，
●申込み 中学校で配付する、ま
たは市役所社会教育課（あやめ会館
内）窓口にある申込書を記入し、５
月１４日（水）までに下記へ。
●申込み・問合せ 市役所社会教育
課 電話０５５‐９４８‐１４６１

上記の東部少年の船に参加する
中学生の手本となり、研修のサポ
ート役として活動しませんか。
●応募資格 全研修日程に参加可
能な県東部地区在住の人で、昭和
６３年４月２日〜平成５年４月１日
生まれの人
●定 員 ７人
＊書類審査と面接を実施して決定。
●参加費 研修終了後に、参加の
ための支度金の一部を支給。
●申込み 市役所社会教育課（あや
め会館内）窓口または市ホームペー
ジ上にある応募用紙に必要事項を記
入し、応募の動機（８００字程度）を添
えて５月１４日（水）までに下記へ。
●申込み・問合せ 市役所社会教育
課 電話０５５‐９４８‐１４６１

青少年活動推進員会は、『ふるさ
と学級』や『子ども会ジュニアリー
ダースクラブ』の運営など、子ども
たちにさまざまな『遊び』を届ける
ボランティア団体です。中学生以
上の人なら誰でも参加できます。
ぜひ説明会にご参加ください。
●と き ４月２７日（日）１５：００〜
●ところ 大仁市民会館３階
第３集会室

●問合せ 青少活スタッフ（西島）
電話０９０‐２９２４‐０９０２ ホームペー
ジ http://www.geocities.jp/say3may11/

手話に興味がある人からステッ
プアップして通訳者を目指す人ま
で、手話を基礎から学ぶ良い機会
です。実技２０回、講義３回を予定。
●と き ５月２３日〜１１月１４日
（全２３回、いずれも金曜日１９：００
〜２１：００）
●ところ 韮山福祉保健センター
●受講資格 本講座に興味があり、
全日程の８割以上出席できる人
●定 員 ２０人
＊応募多数の場合は抽選
４７０円（テキスト代）
●参加費 １，
●申込期限 ５月２２日（木）
●申込み・問合せ 伊豆の国市社会
福祉協議会 電話０５５‐９４９‐５８１８

幹部候補生（一般・技術コース）
●応募資格
２０歳以上２６歳未満の人（２２歳未
満は大卒または卒業見込み）
●試験日

５月１７日（土）、１８日（日）
●受付期間 ５月１２日（月）まで
（歯科・薬剤コース）●応募資格
専門の大卒または卒業見込みで、
歯科は２０歳以上３０歳未満、薬剤
は２０歳以上２６歳未満の人
●試験日 ５月１７日（土）
●受付期間 ５月１２日（月）まで
医科・歯科幹部 ●応募資格
医師・歯科医師免許のある人
●試験日 ５月２３日（金）
●受付期間 ５月９日（金）まで
●問合せ 自衛隊三島募集案内所
電話０５５‐９８９‐９１１１

柿田川や東富士湧水の減少を防
ぐための植林活動です。雨天中止。
●と き ４月２９日（火）７：３０〜
●集合場所 市役所韮山庁舎駐車場
●持ち物 作業のための服装、弁
当、水筒等（道具不要）
●申込み・問合せ 伊豆の国緑と水
を守る会 電話０５５‐９４９‐４８８２

エイズ検査・Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎検査
県東部保健所で無料受検（要予約）
①エイズ検査（ＨＩＶ抗体検査）
＊匿名で受診可
＊感染の心配があってから３カ月以
降に受けてください。結果は採血
後約１時間半で分かります（確認
検査が必要な場合は後日説明しま
す）。相談は随時受け付けます。
②Ｂ型肝炎検査（ＨＢｓ抗原検査）
【①②の日程】
毎月第１水曜日１７：００〜１９：４５
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第２火曜日 ９：００〜１１：３０
第３火曜日１３：００〜１５：３０
第４水曜日 ９：００〜１１：３０
③Ｃ型肝炎検査（ＨＣＶ抗体検査）
【③の日程】
毎月第２火曜日 ９：００〜１１：３０
第４水曜日 ９：００〜１１：３０
問合せ
静岡県東部保健所地域医療課
電話０５５‐９２０‐２１０９

