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狩野川クラシックコンサート
今年で４回目を迎える狩野川クラ
シックコンサート。伊豆の国市とし
て記念すべき第１回目は、市内の中
学校吹奏楽部と市外の高レベルな吹
奏楽団が共演。芸術の秋を心ゆくま
でご堪能ください。
日 時 ９月１１日（日）
開演１４：３０ 開場１５：００
会 場 アクシスかつらぎ
大ホール（全席自由）
出 演 富士通沼津吹奏楽団、静岡
ジュニアジャズオーケスト
ラ、長岡中学校吹奏楽部、
韮山中学校吹奏楽部、大仁
中学校吹奏楽部
入場料 無料
問合せ アクシスかつらぎ
電話０５５‐９４８‐０２２５

アクシスの夕べＰａｒｔ１
６
１６回目の今回は、矢辺新太郎さ
ん率いる男性音楽集団｢ソレイユカ
ルテット｣を迎え、「サックスカルテ
ット編」を行います。音楽のジャン
ルにこだわらず、サクソフォンの可
能性を常に追求し、またドイツの音
楽コンクール入賞実績もある実力派
グループです。皆さんお誘い合せの
上ご来場ください。
日 時 ９月１７日（土）
開場１８：３０ 開演１９：００
会 場 アクシスかつらぎ
多目的ホール（全席自由）
出演者 ソレイユカルテット
入場料 無料
問合せ アクシスかつらぎ
電話０５５‐９４８‐０２２５

静岡メディカルフォーラム
「救命救急医療の最前線」をテー
マに講演会を行います。
日 時 ９月１７日（土）
１３：３０〜１６：００
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場
容

三島市民文化センター
第１部 心臓は蘇る心臓病
治療と予防の最前線（代田
浩之：順天堂大学循環器内
科教授）
第２部 わが国ヘリコプタ
ー救急の進展に向けて（国
松孝次：救急ヘリ病院ネッ
トワーク）
入場料 無料
※駐車場がありませんので、公共交
通機関をご利用ください。
問合せ 順天堂大学静岡病院
電話０５５‐９４８‐３１１１

守山周辺の景観を考える会
市では、平成２０年を目標に守山
周辺の道路や小公園等の環境整備を
進めていきます。その環境整備に市
民の意見を生かすため、地域住民や
歴史愛好者など、多くの皆さんの意
見をお聞きするワークショップ（守
山周辺の景観整備を考える会）を開
催します。韮山地域の守山周辺には、
北条氏邸跡、伝堀越御所跡、願成就
院跡などの史跡を始め、寺院も多く
あり、ウォーキングに歴史散策に多
くの人が訪れている地域です。皆さ
んの参加をお待ちしています。
期 間 １０月中旬〜１２月中旬
（３回程度）
１回目：土曜日１３：００〜１７：００
２回目以降：平日１９：００〜２１：００
定 員 ４０人程度
資 格 伊豆の国市在住または、伊
豆の国市内に勤務・通学し
ている人
申込み ９月３０日（金）までに下記
へ電話かＦＡＸでお申し込
みください。
問合せ 市役所都市計画課
電話０５５‐９４８‐２９０９
ＦＡＸ０５５‐９４８‐１１６９

＜防衛医科大学校学生コース＞
第１次試験
１１月 ５日（土）・ ６日（日）

申込み・問合せ
須山栄子 電話０５５‐９４４‐０３８１

上の重症心身障害児者で、
児童相談所で利用を認めら
れた人
申込み 市役所福祉課窓口でお申し
込みください。
問合せ つばさ静岡設立準備室
電話０５４‐２０９‐３１０１
市役所福祉課
電話０５５８‐７６‐８００７
ＦＡＸ０５５８‐７６‐８０２９

＜自衛隊看護学生コース＞
第１次試験 １０月１６日（日）

「つばさ静岡」短期入所・通園

家族介護者交流事業

１０月に静岡市（城北）に重症心身
障害児施設「つばさ静岡」が開所さ
れます。短期入所、通園事業などご
利用ください。

在宅で要介護者を介護している皆
さん、長岡温泉でリフレッシュして
みませんか。
日 時 １０月３日（月）・５日（水）
のどちらか１日
９：００〜１５：００
会 場 伊豆長岡温泉ホテル天坊
対 象 在宅で要介護者を介護して
いる人
定 員 各３０人（先着順）
内 容 介護者の健康維持体操・お
食事・温泉・ゲームなど
０００円
参加費 １，
申込み ９月２２日（木）までに電話
で下記へお申し込みくださ
い。
※大仁保健センター、韮山福祉保健

自衛官募集
募集コースは次のとおりです。
＜防衛大学校学生コース＞
第１次試験（一般）
１１月１２日（土）・１３日（日）
第１次試験（推薦）
９月２４日（土）・２５日（日）

●全コース共通
学生手当等 約１１万円
（看護学生約１６万円）
応募資格 １８歳以上２１歳未満
（看護学生は２４歳未満）
受付期間 ９月９日（金）〜
３０日（金）
※防衛大学推薦は９月５日（月）〜
７日（水）
問合せ 自衛隊三島募集案内所
電話０５５‐９８９‐９１１１

英会話クラス生徒募集
講師はクリス先生とヒュー先生。
どなたでも参加できます（学生可）。
日 時 ９月２０日（火）から毎週火
曜日（全１２回）
初級 １９：００〜２０：００
中級 ２０：３０〜２１：５０
上級 １９：３０〜２１：００
会 場 韮山時代劇場
０００円
受講料 各教室とも１２，
※ＬＩＮＫ会員は２，
０００円の割引
あり
定 員 各教室１８人
問合せ・申込み
山口 電話０５５‐９４９‐１８７３
佐野 電話０５５‐９４９‐９９９９
※ＬＩＮＫ
（伊豆の国市国際交流協会）
についてのお問い合わせは
伊豆の国市国際交流協会（韮山時
代劇場内）電話０５５‐９４９‐８６００
links-izunokuni@apost.plala.or.jp

日本語話そう会ボランティア
市国際交流協会では、市内や近隣

の外国人を対象に開催している日本
語教室で、外国人に日本語を教えて
くれるボランティアを募集していま
す。年齢、資格、経験等は一切問い
ません。
日 時 毎週火曜日
１９：３０〜２１：００
会 場 韮山時代劇場２階和室

●短期入所
対 象 重症心身障害児者として支
援費の受給者証を持ってい
る人
定 員 １日１０人
※ただし開始当初は部分的な運用
となります。
申込み 利用日の３カ月前の月の初
日から予約受け付け開始。
準備室へ電話でお申し込み
ください。
●通園事業「わたぐも」
対 象 原則として、中学校卒業以

（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）
９月の行事
７日（水）１０：００〜
指えのぐであそぼう
※事前に申込みが必要です。
●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。

センターから送迎あり。
問合せ 韮山在宅介護支援センター
電話０５５‐９４９‐９２１５

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
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
補助制度あり。
申込み ９月３０日（金）までに下記
へお申し込みください。
※募集要項も下記で配布
問合せ 市役所社会教育課
電話０５５‐９４９‐６８０９
静岡県青年の船事務局
電話０５４‐２５４‐２００６

（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
９月の行事
１日（木） ９：００〜 防災訓練
５日（月） 観劇（ポンポコ座）
９日（金）製作
１４日（水）リズム遊び
１６日（金）お月見
２０日（火）絵本の読み聞かせ
２８日（水）誕生会
時間はいずれも９：００〜１１：３０
※月〜金曜日の９：００〜１１：３０は、
プールを開放しています。

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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