お・知・ら・せ

information
間のうち１日の参加でも構いません。
（金）
、
１０日
（水）
、
●日 時 ８月５日

ユニバーサルデザインコンクール
子どもやお年寄り、体の不自由な
人、外国人など、誰もが暮らしやす
い「まちづくり」、誰もが使いやす
い｢ものづくり｣ 等を進めるための
魅力あるアイディアを募集します。
●内 容 ユニバーサルデザインを
取り入れた具体的な作品（もの・製
品、建物、施設、サービスなどのア
イディア）※未発表のもの
●表 彰 一般の部…大賞１点（賞
状・賞金２０万円）
、ほか優秀賞２点
中学生の部・子どもの部（小学生以
下）
…大賞１点
（賞状・メダル・賞品）、
ほか優秀賞２点
●締切り ９月１６日（金）まで
●応募方法 総合政策課にある応募
票に必要事項を記入し、事務局へ郵
送または直接提出
●問合せ 県生活・文化部ユニバーサ
ルデザイン室（事務局） 電話０５４‐
２２１‐３２３３

体験文とポスター 作品募集
障害のある人・ない人が、ふれあ
いの体験で学んだこと、感じたこと
等を内容とする「心の輪を広げる体
験作文」と、障害のある人への理解
を促進する「障害者週間のポスター」
の作品を募集します。
①心の輪を広げる体験作文
●テーマ 出会い、ふれあい、心の
輪〜障害のある人とない人との心の
ふれあい体験を広げよう〜
●資 格 小学生以上
②障害者週間のポスター
●テーマ 障害の有無にかかわらず
誰もが能力を発揮して安全に安心し
て生活できる社会の実現
●資 格 小・中学生
①②共通
●締切り ９月５日（月）まで
●あて先 〒４１０‐８６０１ 静岡市葵
区追手町９‐６ 静岡県健康福祉部障
害者プラン推進室
●その他 詳細は福祉課、長岡・韮
山支所市民サービス課にある募集用
チラシをご覧ください。
●問合せ 福祉課 電話０５５８‐７６‐
８００７

養護学校ボランティア
東部養護学校の子どもたちと一緒
に活動しませんか。夏休みにひまわ
りクラブを計画しました。音楽観賞
や工作、感覚遊び等を行うので、障
害のある子どもたちとふれあってみ
たい人はぜひご参加ください。３日

２２日（月） 各９：００〜１１：３０
●場 所 東部養護学校
●対 象 中学生以上
●締切り ８月４日（木）まで
● 申込み・問合せ 東部養護学校
「ひまわり」 電話０５５‐９４９‐２３０９

ねんりんピックスタッフ
６０歳以上の人を中心に各種スポ
ーツ競技などが行われる「ねんりん
ピック静岡２００６（第１９回全国健康
福祉祭しずおか大会）
」のキャンペー
ンスタッフを広く募集します。
●内 容 １０月から大会終了まで
の期間、大会関連の行事や各種イベ
ントでのキャンペーンなどに参加
し、大会ＰＲを行います。
●締切り ７月３１日（日）まで（当
日消印有効）
●その他 活動に対しては、交通費、
宿泊費、１日あたりの活動時間に応
じた謝礼を支給します（※研修のと
きには交通費のみを支給）。
● 申 込 み・問 合 せ 〒４２０‐８６０１
静岡市葵区追手町９‐６ 静岡県健康
福祉部ねんりんピック推進室内 ね
んりんピック静岡２００６実行委員会
事務局 電話０５４‐２２１‐３４８５ Ｅメ
ール nenrin@pref.shizuoka.lg.jp

にゃんでも総おどり
韮山町商工会では「にゃんでも総
おどり」を開催します。「元気・活
気・やる気」をテーマに踊れる参加
チームを募集します。
●日 時 １０月２３日（日）
●会 場 韮山時代劇場ひだまり広
場
※雨天の場合は大ホールに変更
●募集チーム数 ２０チーム
●締切り ８月３１日（水）
●その他 入賞チームには賞金あり
●申込み・問合せ 韮山町商工会
電話０５５‐９４９‐３０９０

入国警備官採用試験
平成１７年度入国警備官採用試験
について、人事院・法務省より受験
案内があります。
●資 格 昭和５７年４月２日〜昭
和６３年４月１日生まれの人
●採用予定数 約１００人
●日 程 第１次試験 ９月２５日
（日）
、 第 ２ 次 試 験 １０ 月 １９ 日
（水）・２０日（木）
●受 付 ①郵送または持参…７
月１９日（火）〜８月２日（火）、②イ
ンターネット…７月１９日（火）〜７
月２６日（火）
●問合せ 伊豆長岡支所市民サービ
ス課 電話０５５‐９４８‐２９０５

男子厨房に入ろう

田中山スイカ祭
高原のさわやかな風を感じる田中
山で、スイカ祭が行われます。みん
なで遊びに来てください。
●日 時 ７月３１日（日）
●場 所 田中山公民館とその周辺
●内 容 スイカ無料食べ放題、牛
乳・おにぎり無料サービス（※数に
限りがあります）、新鮮取りたて農
産物等の販売（スイカ、トウモロコ
シ、野菜、たくあん等）
スイカ目方当てゲームほか
●問合せ 田中山スイカ祭実行委員
長（渡辺一男）宅 電話０５５８‐７６‐
０２４５

普段は「食べる」専門の男性の皆
さん、この機会に厨房へ入って「作
る」体験をしてみませんか。おいし
くて簡単な料理を健康づくり食生
活推進協議会の会員が教えます。
料理経験ゼロの人、大歓迎です。
みんなで作って楽しく料理を食べ
ましょう。
●日時 ８月１０日（水）１０：００〜
１３：３０
●会場 韮山保健センター
●内容 適正体重について、調理実習
●持ち物 エプロン、三角巾、手
拭タオル、筆記用具、会費
（３００円）
●申込み締切 ８月５日（金）まで
●申込み・問合せ 健康づくり課
電話０５５８‐７６‐８０１３

沼津御用邸 夏の催し
ひびきわくわくコンサート
わらび座による、ひびき「わくわ
くコンサート」を行います。人格が
形成されるという児童期の子どもを
優れた作品にふれさせましょう。
●日 時 ７月２７日（水）１３：３０
〜１４：３０
●場 所 大仁児童館
●対 象 幼児〜小学校中学年の子
どもとその保護者
●内 容 ピアノ・こと・尺八など
を使った季節のメドレー、観客と共
に手話の歌や太鼓をたたこうコーナ
ー、日本のおどり・創作太鼓・秩父
舞台ばやしと日本・世界の音楽
●問合せ 大仁児童館 電話０５５８‐
７６‐１３４６、 こども育成課 電話
０５５‐９４９‐６８０７

夏休み親子料理教室
家族で楽しく食卓を囲んでいます
か。子どもたちは、毎日の何気ない
食卓から豊かな感性を育み、多くの
ことを学びながら成長しています。
夏休みの機会を利用して、健康づく
り食生活推進協議会のヘルスメイト
と一緒に、親子のふれあいを深めま
せんか。
●日 時 ７月２５日（月）・２６日
（火）…大仁保健センター、
７月２７日（水）、２９日（金）、３０日
（土）…韮山保健センター
●対 象 小学生（とその保護者）
●時 間 １０：００〜１３：００
●内 容 食べ物についてのはな
し、調理実習
●持ち物 エプロン、三角巾、タオ
ル、筆記用具、会費（１人２５０円）
●締切り ７月２１日（木）まで
● 申 込 み・問 合 せ 健 康 づ く り 課
電話０５５８‐７６‐８０１３

＜３＞

①ライトアップと納涼の夕べ
ライトアップされた庭園を眺めな
がら夏の夕べをお過ごしください。
、１６：３０〜
●日時 ８月２０日（土）
２０：３０（悪天候時は中止）
●内容 西附属邸内のライトアッ
プ、作って飛ばそう紙ヒコーキ、
ひちりき
篳篥とバリ島の両面太鼓「クンダン」
の共演など
②御用邸夏ギャラリー「三好正信
明かりの彫刻・讃岐提灯の世界」
名工の手による、伝統的な讃岐提灯
や創作提灯の数々を展示します。
●日時 ８月６日（土）〜２１日（日）
９：００〜１６：３０ ※２０日（土）は、
２０：３０まで
①②共通
●場所 沼津御用邸記念公園西附属
邸（有料、ただし２０日（土）１６：３０
以降は入園料・観覧料が無料）
●問合せ 沼津御用邸記念公園 電
話０５５‐９３１‐０００５

自動車事故の被害者へ
自動車事故対策機構では、被害者
援護の増進を目的として、次の業務
を行っています。
①中学校卒業までの交通遺児への育
成資金の貸付け（無利子）
②自動車事故による重度後遺障害者
を迎える家庭への介護料の支給
●申込み・問合せ
〒４２０‐０８２２ 静岡市葵区宮前町
２４‐２ 静岡県貨物会館 独立行政法
人 自動車事故対策機構 静岡支所
電話０５４‐２６２‐３４２１

