お・知・ら・せ

まごころスイカ祭･もろこし祭
スイカとトウモロコシを集中販売
します。両方ともとても甘いと大好
評。出荷されたスイカは全品試食で
きるので「味見」をして気に入った
ものを買うことができます。売り切
れる場合があるので、なるべく早い
時間にお越しください。
日 時 ８月２１日（日）まで
９：００〜１６：００
会 場 まごころ市場
問合せ まごころ市場
電話０５５８‐７５‐４５８０

伊豆の国の民話と伝説
市内には、数多くの民話や伝説が
残されています。民話では、国清寺
の「独楽回しの一兆さん」、浮橋の
「佐司衛どんと狸」など。伝説では、
源頼朝にまつわる「蛭ヶ小島」「餅
売り婆」などや北江間の「池田の大
蛇」などがあります。これらの民話
や伝説を分布図・一覧表・写真で紹
介。うち代表的な９話のパネル展示
もあります。伊豆の国の不思議な話、
おもしろい話をお楽しみください。
期 間 ８月２日（火）〜
１０月３０日（日）
９：００〜１７：００
※月曜は休館
会 場 中央図書館２階展示室
問合せ 市役所社会教育課
電話０５５‐９４９‐６８０９

伊豆韮山温泉病院健康講座
無料でどなたでも参加できます。
体を動かしやすい服装でお越しくだ
さい。
【いきいき健康講座】
高血圧についての基礎知識と健康
管理に役立つ体操を紹介します。
日 時 ９月１０日・１７日・２４日
いずれも土曜日
１３：１０〜１４：１０
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お・知・ら・せ
【クラブにらおん・シェイプアップ体操】
生活習慣を見直し、活動的な生活
を目指しましょう。
日 時 ９月２日・９日・１６日・
３０ 日 、 １０ 月 ７ 日 ・ １４
日・２１日・２８日
いずれも金曜日
１８：３０〜１９：３０
会 場 いずれも伊豆韮山温泉病院
問合せ 伊豆韮山温泉病院
電話０５５‐９４９‐１４６６

と出会う旅ができます。（事前・事
後研修あり）
期 間 １２月２７日（火）〜
平成１８年１月４日（水）
渡航地 中国（北京・上海）
資 格 原則として平成１７年４月
１日現在１８歳以上３２歳
以下で静岡県に在住する
人。ただし高校生は不可。
青年の船の目的を理解し、
意欲的な参加が望める人。
０００円（個人的経費は
参加費 １６８，
別途負担）※参加費用の市
矢田光夫竹細工作品展
市内在住の矢田光夫さんの竹細工
補助制度あり。
作品展を行います。仕事のかたわら、 申込み ９月３０日（金）までに下記
数多くの竹細工作品を作成し、キャ
へお申し込みください
リアは十数年になります。ぜひご覧
※募集要項も下記で配布
ください。
問合せ 市役所社会教育課
電話０５５‐９４９‐６８０９
日 時 ８月３０日（火）まで
９：００〜１７：００
静岡県青年の船事務局
※水曜は休館、入場は１６：３０まで）
電話０５４‐２５４‐２００６
会 場 江川邸主屋 控えの間
入場料 江川邸入場料
静岡県警察官
一般
３００円
●警察官Ａ一般
小・中学生 １５０円
資 格 昭和５０年４月２日以降に
生まれた人（大卒または見
※市民は半額です
込者）
問合せ （財）江川文庫公開事務所
電話０５５‐９４０‐２２００
定 員 男性３７人程度
女性２人程度

ぬくもりの里納涼祭

●警察官Ｂ
資 格 昭和５０年４月２日〜昭和
６３年４月１日生まれ（大
卒（見込み）を除く）
定 員 男性５７人程度
女性４人程度

各種模擬店や演芸、職員による火
舞いなどがあります。お誘い合わせ
てお越しください。
日 時 ８月５日（金）
１８：００〜２０：００
雨天の場合は８月６日（土） 【受付期間】
８月８日（月）〜８月２６日（金）
会 場 ぬくもりの里
●交通巡視員
問合せ ぬくもりの里
電話０５５８‐７６‐６７００
資 格 昭和５７年４月２日〜昭和
６３年４月１日生まれ
定 員 ３人程度

第３
７回静岡県青年の船
日常生活では味わえない体験をし
てみませんか。船内研修と中国での
交流などを通し、新しい仲間・自分

●警察事務
資 格 昭和５７年４月２日〜昭和
６３年４月１日生まれ（高
校・短大卒業程度、大学
（見込）者を除く）
定 員 ５人程度
【受付期間】
８月２２日（月）〜９月５日（月）

●交通安全指導員
資 格 昭和５７年４月２日〜昭和
６３年４月１日生まれ（高
校卒業程度）
定 員 ２０人程度
【受付期間】 ８月３１日（水）まで

テーマ

問合せ
大仁警察署 電話０５５８‐７６‐０１１０
三島警察署 電話０５５‐９７１‐０１１０
採用フリーダイヤル
電話０１２０‐４８９２７６

定 員
参加料
申込み

内

容

講

師

問合せ

「食の安全と抗生物質〜耐
性菌から身を守るには〜」
基調講演とパネルディスカ
ッション
食品と暮らしの安全基金事
務局長 小若順一氏
１００人（先着順）
無料
８月３１日（水）までに電話
でお申し込みください。
裾野市役所商工観光室
電話０５５‐９９５‐１８５７

望星高等学校秋学期生
単位制による通信制課程の高等学
校です。年令・性別・職業を問わず
学習できます。
募集期間 ８月２９日（月）〜
９月２２日（木）
学習方法 放送（衛星ラジオ）講座
を聞き、月２〜３回日曜
に登校し、学習レポート
を提出する
問合せ 東海大学付属望星高校
電話０５４‐２６１‐２９５０

消費者問題シンポジウ
日

時

会

場

９月１５日（木）
１０：００〜１５：１５
裾野市民文化センター

（慈恩保育園地域子育て支援センター）
白山堂１７１‐２
電話０５５８‐７６‐２５５２
相談専用電話０５５８‐７６‐２６５６
月〜金 ９：００〜１７：００
（園庭開放は９：００〜１２：００）
●おはなしタイム
天気の良い日は園庭で絵本や紙芝
居の読み聞かせを行っています。

未就業看護職のための講習会
未就業看護職のための再就業準備
講習会を無料で行います。
日

時・会 場
１０月５日（水）･６日（木）･７日
（金）･２７日（木）沼津市立病院
（集中講義：保育体制あり）
１０月２０日（木）･２１日（金）
沼津中央病院
１０月１８日（火）･１９日（水）
梅名の里
１０ 月 １９ 日（ 水 ）･ ２０ 日（ 木 ）
訪問看護ＳＴほほえみ
１０月２４日（月）・２５日（火）
鷹岡病院
いずれも９：００〜１６：００

（ひまわり保育園大仁分園
地域子育て支援センター）
大仁２２９‐１
電話０５５８‐７６‐１１７３
月〜金 ９：００〜１１：３０、
１３：３０〜１６：００
※１日（月）、２日（火）、３日（水）、
１５日（月）は休園
８月の行事
５日（金）色水遊び
９日（火）誕生会
１２日（金）リズム遊び
１６日（火）製作
２３日（火）絵本の読み聞かせ
時間はいずれも９：００〜１１：３０
２６日（金）狩野川公園で遊ぼう
※直接公園へ。９：００〜１１：００

対

象

未就業の看護職免許保有者
で再就業を希望する人
定 員 ２０人
申込み ９月１０日（土）までに、は
がき、ＦＡＸ、メールで氏
名・年齢・住所（〒）・電
話番号・離職年数・職種・
白衣サイズ（Ｓ〜ＬＬ）・希
望実習施設名を記入し、お
申し込みください。
問合せ 〒４１０‐００５５
沼津市高島本町１‐３
県ナースセンター東部支所
電話・ＦＡＸ０５５‐９２０‐２０８８
numazu@nurse-center.net

放送大学第２学期学生
学部生の入学資格 入学試験なし
・全科履修生は１８歳以上で高卒
等の資格が必要
・選科、科目履修生は１５歳以上
ならどなたでも
大学院生の入学資格
・修士選科生、科目生は１８歳以
上ならどなたでも
【受付期間】
８月３１日（水）までに本部必着
問合せ 放送大学静岡学習センター
電話０５５‐９８９‐１２５３

市では、子育てを支援する「地
域子育て支援センター」を２カ所
開設しています。親子で来園して
楽しく遊んだり、友達を作ったり、
保護者の育児情報交換の場として
ご利用ください。市内に住所があ
り、小学校就学前までの幼児と保
護者なら、どなたでも無料で利用
できます。また「子育て相談」も
ありますので、お気軽にどうぞ。
詳細は、各園へ問い合わせください。
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