お・知・ら・せ

お・知・ら・せ

４７団体が参加して、焼きそばや
すいとんなどの模擬店、手話・点字
などの体験が楽しめるよ。
とき／１０月２５日（土）
１０：００〜１３：３０＊小雨決行
ところ／韮山福祉保健センター
内容／福祉絵画表彰、テレビキャラ
クターショー、もちまき、フアフア、
各種模擬店、体験ブースなど
問合せ／社会福祉協議会
電話０５５‐９４９‐５８１８

田方地区の特別支援学級・東部特
別支援学校の児童や生徒の作品を展
示したり、学級目標や時間割など日
常の学習を紹介します。２０日（月）
にはなかよし交流会も開催。保護者
や来場者とゲームをしたり、学習の
成果を発表したりします。
とき／１０月１８日（土）〜２０日（月）
９：００〜１６：００＊２０日は１４：００まで
ところ／韮山小学校体育館
問合せ／田教研特別支援教育研究部
事務局 電話０５５８‐７２‐１１１６

『人と車の今と未来。さわってみ
て、体験しよう最新技術』。最先端
の安全装備を搭載した車や安全シス
テムの展示・紹介など交通安全体験
コーナーや、『Ｙｅｓ！プリキュア５

ＧｏＧｏ！』
『仮面ライダーキバ』のキャ
ラクターショーもあります。入場無料。
とき／１０月２５日（土）・２６日（日）
１０：００〜１７：００＊２６日は１６：００まで
ところ／ツインメッセ静岡南館（静
岡市駿河区曲金３‐１‐１０）＊ＪＲ静
岡駅南口からシャトルバスあり
問合せ／静岡県交通安全県民フェア
実行委員会 電話０５４‐２２１‐２５４９

シイタケやその加工品の展示即売、
シイタケ料理試食のほか、シイタケ
ＰＲソングと踊りを披露。入場無料。
とき／１１月３日（月）９：００〜１５：００
ところ／県きのこ総合セン
ター（修善寺虹の郷手前）
駐車場／もみじ林と梅林駐車場（無料）
問合せ／静岡県きのこ総合センター振
興協議会 電話０５５８‐７２‐１１３５

目の障害のために将来に不安を感
じている人、まずは授業内容を体験
してみませんか。あん摩、指圧、マ
ッサージ師の国家資格習得を目指し
て熱心に勉強している学校です。
とき／１０月１７日（金）１０：００〜１２：１５
ところ／県立沼津視覚特別支援学校
対象／視覚に障害がある成人（年齢
は不問）とその家族など
問合せ／静岡県立沼津視覚特別支援
学校 電話０５５‐９２１‐２０９９

有名テーマパークの宿泊ペアチケ

これがにら券

会場内でのお買い物は、現金
ではなく『にら券』を使用します。前売り『にら
券』を２，
０００円分購入すると、抽選券１枚プ
レゼント。『にら券』は当日会場内でも購入で
きますが、抽選券のプレゼントはありません。
とき／１０月１９日（日）１０：００〜＊雨天決行
ところ／韮山時代劇場ひだまり広場
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ットが当たる抽選会もあります。入
場無料。
とき／１１月３日（月）１０：００〜１５：３０
ところ／田方自動車学校
内容／三津シーパラダイス移動水族
館、田方農業高校吹奏楽部と三島高
校チアリーダー部の演技、富士宮焼
きそばなどの出店 ＊駐車場あり
問合せ／田方自動車学校
電話０５５‐９７８‐２４５２

国際協力や国際交流に関わってい
る東部地域の団体や個人の活動を紹
介します。参加無料。
とき／１１月９日（日）１０：００〜１６：００
ところ／東部パレット１階
ジ ャ イ カ
問合せ／静岡県ＪＩＣＡデスク 電話
０５４‐２０２‐０９３１ 東 部 パ レ ッ ト
電話０５５‐９５１‐８５００

とき／１１月９日（日）受付１７：３０
１８：００〜２１：００
ところ／長岡体育館
参加料／１，
３００円（当日券１，
５００円）
問合せ／伊豆長岡ライオンズクラブ
電話０５５‐９４８‐０５１４

募集人数／１人
時給／８１０円
勤務地／長岡南小学校
雇用期間／１１月４日
（火）〜平成２１年３月３１日（火）
勤務時間／月〜金曜８：００〜１６：４５
その他／普通運転免許必要。面接試
験を行います。社会保険あり、雇用
保険なし。
応募方法／履歴書
（Ａ３版・写真貼付）
を市役所教育総務課（〒４１０‐２２９２
長岡３４６‐１あやめ会館２階）へ持参
または郵送（必着）。
応募期限／１０月１６日（木）
申込み・問合せ／市役所教育総務課
電話０５５‐９４８‐１４４４

実習／１２月８日（月）〜平成２１年２
月１４日（土）までの間
の計４日間 いずれも
９：００〜１７：００
閉講式／２月２６日
（木）
ところ／特別養護老人ホームぶなの森
対象／近隣市町在住で、地域の老人
介護支援に対して志がある人
受講料／４８，
８００円（テキスト代含む）
応募締切／１０月２４日（金）
申込み・問合せ／特別養護老人ホー
ムぶなの森 電話０５５‐９７０‐１１２７

申込み期間／１０月１４日（火）まで
申込み・問合せ／沼津土木事務所
〒４１０‐００５５沼津市高島本町１‐３
電話０５５‐９２０‐２２２１

仕事中心の生活から解かれた後
の、地域や家庭とのかかわりを考え
る講座です。１回のみの参加も可。
Ｂ、Ｃのみ材料費５００円必要。
Ａ『男らしさから自分らしさへ』
多様な生活体験を持つ人の話を聞
き、参加者の交流を深めます。
とき／１１月１５日（土）１３：３０〜１６：００
新たに屋外広告物業を営もうとす ところ／韮山農村環境改善センター
る人の講習会。修了者は屋外広告業 Ｂ『酒のつまみに挑戦』
の業務主任者となることができます。
有機栽培野菜を使ったおつまみ作
とき／１１月１９日（水）９：００〜１６：４０ りに挑戦します。男性限定。

ところ／静岡県産業経済会館（静岡
市葵区追手町４４‐１）＊駐車場なし
内容／屋外広告物に関する法令、表
示や設置の方法、施行に関する課程
定員／１４０人（先着順）
申込み／静岡県ホームページからダ
開講式／１１月１日（土）９：００〜
ウンロードまたは沼津土木事務所都
講義／１１月１日（土）〜１２月４日 市計画課窓口にある受講申請書を記
（木）の毎週月・木・土曜日（全１５回） 入し、県収入証紙３，
９００円分を貼っ
いずれも９：００〜１７：００
て、下記へ郵送または持参。

とき／１１月２２日（土）１５：００〜１８：００
ところ／韮山農村環境改善センター
定員／２０人（先着順）
Ｃ『お互いのよさを知ろう』
森に入ってツタのかごを作ろう。
とき／１１月２９日（土）１０：００〜１５：００
ところ／旧高原分校
定員／２０人（先着順）
申込み・問合せ／ゆめづくり市民の
会（石井） 電話０５５‐９４９‐１９３７

まこと
まこと

郷土の詩人大岡 信 と稀代の文人たち
との歌仙。入場無料、事前申込み不要。
とき／１０月１９日（日）開場１３：００
１３：３０〜１６：００
ところ／三島市民文化会館大ホール
問合せ／（株）増進会出版社文化講演
会担当 電話０５５‐９７６‐８３６２

商工会員による楽しい出店
市内外の団体や学生による楽器演奏・ダンス・
演劇などのステージ
はしご車・起震車の展示体験
園児による夢をテーマに描いた絵の展示
豪華景品の当たる大抽選会
など
＊駐車場は限りがありますので、公共交
通機関をご利用ください。指定駐車場以外の場所に
は絶対に駐車しないでください。
問合せ／伊豆の国市商工会 電話０５５‐９４９‐３０９０

赤ちゃんはスキンシップが大好き。パパやマ
マと肌が触れあうことで、赤ちゃんは
ゆったりとした気持ちになれます。１
回目はベビーマッサージ、２回目はパ
パとの遊びを中心に学びます。２回目
はぜひパパも一緒に参加してください。
とき・ところ／１回目：１０月２３日（木）
あやめ会館研修室 ２回目：１１月２日（日）あや
め会館多目的ホール いずれも１０：００〜１１：３０
講師／原幸子さん
（日本マタニティビクス協会ＢＢインストラクター）
対象／平成１
９年１
１月〜平成２
０年５月生まれの赤ちゃ
んとその親 ＊対象外の幼児は同伴できません
定員／親子１５組（市内在住の人
申込み締切
優先・定員になり次第締切）
１
０月２
０日
（月）
参加料／６
０
０円
（２回分）
申込み・問合せ
持ち物／バスタオル２枚、赤ち
市役所社会教育課
ゃんの飲み物、着替え、オムツ
電話０
５
５
‐
９
４
８
‐
１
４
６
１

今すぐにでも禁煙した
い！禁煙グッズについて
知りたい！という人、ぜ
ひご参加ください。
禁煙チャレンジに参加
した人からは、たばこをやめて食事が楽しくなっ
た！教室に参加して仲間と励ましあえたのがよか
った！などの声が聞かれていますよ。参加無料。
とき／１
１月６日
（木）
１
３
：
３
０〜１
５
：
０
０
ところ／市役所大仁庁舎２階会議室
定員／２
０人
（先着順）
内容／たばこ検査（息の中の一酸化炭素濃度と尿
中のニコチンのレベルをチ
申込み締切
ェック）、禁煙成功者の話、
１
１月４日
（火）
禁煙仲間を作ろう！、禁煙
申込み・問合せ
グッズの紹介（ニコチンガ
市役所健康づくり課
ムをかんでみよう！ニコチ
電話０
５
５
８
‐
７
６
‐
８
０
１
４
ンパッチを見てみよう！）
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