お・知・ら・せ

お・知・ら・せ
問合せ

アートかの川 尾朝
電話０５５‐９４７‐１８５８

道路規制のお知らせ

第３
１回「将棋の日」
地域で育てる子育て講演会
日

時

１０月３０日（日）
１３：３０〜１６：００
韮山時代劇場大ホール
無料

会 場
入場料
内 容 ミニコンサート
講演会 地域で育てる子育
て講演会 講師 高野優
（漫画家）
定 員 ４００人（小学生以上）
申込み 下記へ電話でお申し込みく
ださい。定員になり次第
締め切り。
※託児あり、要申込み。
下記へお問い合わせく
ださい。
問合せ

イラスト 高野優
市役所社会教育課
電話０５５‐９４９‐６８０９

ファミリーコンサート＆三びきのこぶた
元ＮＨＫ教育テレビ、歌のお姉さ
ん渡辺かおりコンサートと劇団こぐ
ま座のぬいぐるみ人形劇です。
日 時 １２月１１日（日）
午前の部 開場１０：３０開演１１：００
午後の部 開場１４：００開演１４：３０
会 場 韮山時代劇場大ホール
入場料 無料
※入場には指定席無料整理券が必
要です（ひとり４枚まで）
。
整理券発券日
１０月７日
（金）
から韮山時代劇場、
アクシスかつらぎで配布開始
問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

第８回「アートかの川」絵画展
日

時

１０月１８日（火）〜２２日
（土）１０：００〜１８：００
（１８日は１２：００〜、２２日
は１７：００まで）
会 場 アクシスかつらぎ
入場料 無料
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タイトルホルダーやトップ棋士が
伊豆の国市に集結！！
会 場 アクシスかつらぎ
申込み いずれのイベントも申し込
みが必要です。電話でお問
い合わせください。
１１月１２日（土）
●伊豆の国市誕生記念将棋大会
１０：００〜１４：００
①伊豆の国杯（四段以上の部）
②かつらぎ杯（三段以下の部）
③城山杯（中学・高校生の部）
④狩野川杯（小学生の部）
⑤あきひめ杯（初心者子どもの部）
参加者 各大会３２人
・プロ棋士指導対局
１４：３０〜１６：００
【参加棋士】佐藤棋聖、谷川九段、
青野九段、千葉女流王将 ほか
・将棋の日記念リレー対局
１４：３０〜１６：００
【参加棋士】森内名人、渡辺竜王
羽生四冠
●レセプション １８：３０〜２０：３０
会 場 サンバレー富士見
０００円
参加料 大人５，
中学生以下２，
０００円
※中学生以下の参加は要保護者同伴
１１月１３日（日）
●チャリティサイン会
１１：００〜１１：４５
【参加棋士】森内名人、渡辺竜王、
羽生四冠、佐藤棋聖、谷川九段
０００円
チャリティ ２，
参加者 各棋士２０人
１３：００〜１６：３０
●本イベント
第１部 伊豆の国歴史伝リレー対局
第２部 トークショー
（米長永世棋聖、羽生四冠、
谷川九段）
第３部 次の一手名人戦
問合せ 「将棋の日」伊豆の国実行
委員会事務局（市役所観光
商工課）
電話０５５‐９４８‐１４８０

市非常勤職員

行政書士無料相談会

恩給欠格者・引揚者の皆さん

市では、クリーン課（韮山庁舎）
勤務の非常勤職員を募集します。
条 件 パソコン操作のできる人で
週５日、月〜金曜日の勤務
が可能な人（有休／有、社
保／無）

県行政書士会田方支部は、無料相
談所を開設し、皆さんのご質問にお
答えします。行政書士は頼りになる
まちの法律家です。お気軽にご相談
ください。
日 時 １０月１９日（水）
９：００〜１１：００
会 場 市役所１階市民相談室
大仁庁舎１階相談室
問合せ 県行政書士会田方支部
電話０５５８‐７３‐１７００

いわゆる恩給欠格者、または引揚
者の皆さんに内閣総理大臣名の書状
等を贈呈しています。希望する人は、
福祉課窓口でご請求ください。

勤務時間
勤務内容
雇用期間
定 員
勤務先
時 給
申込み

提出先

問合せ

９：００〜１５：３０
受付事務及び庶務
１１月１日（火）〜
平成１８年３月３１日（金）
１人
クリーン課（韮山庁舎）
８１０円
１０月３日
（月）
〜１４日
（金）
までに履歴書（写真添付：
電話番号必須）を総務課へ
提出（郵送でも可：必着の
こと）
市役所総務課
〒４１０‐２２９２ 長岡３４０‐１
電話０５５‐９４８‐１４１１
市役所クリーン課
電話０５５‐９４９‐６８０５

請求窓口

市役所福祉課（大仁庁舎内）
電話０５５８‐７６‐８００８

資格要件などのお問い合わせは
独立行政法人 平和祈念事業特別
基金 電話０１２０‐２３４‐９３３
http://www.heiwa.go.jp

１０月から大仁橋改築工事に伴う
迂回路の工事を行います。期間中は、
交通安全確保のため、交通整理人の
誘導にご協力をお願いします。ご迷
惑をお掛けしますが、ご理解とご協
力をお願いします。
工事期間 １０月〜
工事カ所 国道１３６号大仁橋の前
後２００メートルの区間
※工事車両の通行が増えます。
※付近の通行にはこれまで以上に時
間がかかります。ご了承ください。

狩野川

土地と共に
豊かな社会

10月は土地月間

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画に基づく届
け出が必要です。
市街化区域 ２，
０００平方メートル以上
①取引の規模
市街化調整区域５，
０００平方メートル以上
②届け出の時期 契約締結の日から２週間以内
土地の所有する市町村役場
③届け出先
問合せ 市役所都市計画課 電話０５５‐９４８‐２９０９

大
仁
橋

交通規制カ所
至伊豆市

国道136号線
●
大仁ボウル

問合せ

●マキヤ

静岡県沼津土木事務所工事
第２課第２係
電話０５５‐９２０‐２２１８

伊豆長岡支部将棋・囲碁大会
伊豆長岡地区文化祭の一環として
開催する、恒例の将棋・囲碁大会の
参加者を募集します。
日 時 １０月２２日（土）
９：００〜１６：００
会 場 市役所１階災害対策室
申込み はがきに①「将棋」または
「囲碁」大会参加を明記し
②住所③氏名（ふりがな）
④電話番号を記入し下記へ
郵送ください。１０月１１
日（火）必着。
あて先 〒４１０‐２２９２ 長岡３４０‐１
あやめ会館 菊地
問合せ 市役所社会教育課
電話０５５‐９４９‐６８０９

（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）
１０月の行事
１日（土）１０：００〜 よーいどん
（慈恩保育園運動会の種目）
※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。

（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
１０月の行事
５日（水） リズム遊び
７日（金） 狩野川公園で遊ぼう
１２日（水） 製作
１４日（金）運動遊び
１８日（火）絵本の読み聞かせ
２１日（金）誕生会
時間はいずれも９：００〜１１：３０

詳しくは、各園へ問い合わせください。

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。
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