ＮＨＫ公開録音 観覧

寿光幼稚園

伊豆の国市誕生を記念して、ＮＨ
Ｋラジオ第一で放送している「ふる
さと自慢うた自慢」の公開録音を実
施します。観覧を希望する人は、お
申し込みください。
●日 時 １１月２５日（金）１７：４０開
演（開場１７：００）
●会 場 アクシスかつらぎ大ホール
●出 演 角川博、水森かおり（五
十音順）、地元出演者（男女各３組）、
ふるさと審査員（男女各１人）
●司 会 比留木剛史アナウンサー

平成１８年度新入園児を募集します。
●受付期間 ９：００〜１６：００（土・日
曜日、祝祭日を除く随時受付）
●対 象 満３歳児（平成１５年４月
２日生〜誕生月）と、３歳児、４歳
児、５歳児
●保育時間 月〜金曜日 ８：３０〜
１５：００(※その他、朝・夕・土曜日
の延長保育、夏季保育あり）
●諸経費 入園料、保育料、教材費、
給食費、バス代等
●その他 就園奨励費制度、完全給
食、手作りおやつ、行事食、アレル
ギー対応食
●問合せ 寿光幼稚園事務局
電話０５５‐９４７‐２２２２

●応募方法 １１月４日（金・必着）
までに郵便往復はがきにて申し込み
［往信表面］①４２０‐８７２１（住所不要）
②ＮＨＫ静岡放送局「ふるさと自慢
うた自慢」係
［往信裏面］①郵便番号 ②住所 ③氏名
④電話番号
［返信表面］①郵便番号 ②住所 ③氏名
［返信裏面］何も書かないでください
（抽選結果を印刷して返送します）
。
※応募多数の場合は抽選します。
※はがき一枚につき一人分の入場整
理券を送付します。子供（３歳以
上）も整理券が必要です。
※乳幼児の同伴・入場は不可
●問合せ ＮＨＫ静岡放送局
電話０５４‐２７４‐１０２０

ペタンク大会
来年開催するねんりんピック静岡
２００６ペタンク交流大会のリハーサ
ルとして、静岡県ペタンク競技選手
権大会を開催します。第１回市民ふ
れあい広場・健康福祉まつりと同時
開催です。この機会にぜひペタンク
に触れてみましょう。
●日 時 １０月２９日（土）１０：００
〜１５：００（受付９：００）
●会 場 韮山運動公園多目的広場
●参加資格 ペタンク競技をやった
ことがある人（三人一組）※県内ペ
タンク競技団体も参加予定
●申込み １０月２４日（月）までに
高齢者支援室まで電話でお申し込み
ください。（参加無料）
●その他 大会当日は、韮山時代劇
場ひだまり広場〜韮山運動公園多目
的広場間を無料送迎バスが走りま
す。第１回市民ふれあい広場・健康
福祉まつりと併せてペタンク競技の
参加・観戦等をお楽しみください。
●問合せ 高齢者支援室
電話０５５８‐７６‐８００９

ねんりんピック静岡２
０
０
６
マスコット「ちゃっぴー」

伊豆長岡学園

地域公開講座

アスベストの健康相談
アスベスト（石綿）による健康被
害等は、テレビや新聞で取り上げら
れ全国的な問題になっています。ア
スベストに関する健康相談をしたい
人は、下記窓口で受付けています。
●アスベストによる一般的な健康被
害に関する相談
県東部健康福祉センター
電話 ０５５‐９２０‐２０７５
●アスベストを取り扱う作業に従事
していた、あるいは現在従事してい
る人の健康に関する相談
三島労働基準監督署
電話 ０５５‐９８６‐９１００
●アスベストにより健康被害を受け
た労働者や家族の健康に関する相談
静岡産業保健推進センター
電話 ０５４‐２０５‐０１１１
※ 電 話 受 付 は い ず れ も 土・日・祝
日・年末年始を除く８：３０〜１７：００
●この記事に関する問合せ
環境政策課 電話０５５‐９４９‐６８０４

休日の当番医
※休日の当番医は、変更になることがあります。
必ず、電話かＨＰで確認のうえお出かけください。
田方医師会 http://www.shizuoka.med.or.jp/tagata

うな取り組みを行います。

講演会『老いの風景』
男女共同参画を広くとらえ、介護
問題をとりあげての講演会です。お
誘い合わせてご来場ください。
●日 時 １１月１２日（土）１３：００〜
●会 場 大仁市民会館１階大ホール
●内 容 『老いの風景〜老いるこ
と。死ぬこと。愛すること。』
講師：渡辺哲雄（日本福祉大学中央
福祉専門学校選任教員・中日新聞生
活欄『老いの風景』執筆者）
●問合せ 女性の会 海瀬
電話０５５８‐７６‐３５８４

在宅介護手当が支給されます

●日 時 １１月１１日（金）１０：００〜
●会 場 東京都伊豆長岡学園
（伊豆の国市長岡３９５）
●内 容 「ＣＡＰおとなワークショ
ップ」…いじめ・誘拐など様々な暴
力被害から子どもを守るための知識
を学びます。（入場無料）
●講 師 ＣＡＰ駿豆
●その他 駐車スペースが限られて
いますので、乗り合わせていただく
か、自転車などで来園してください。
●問合せ 東京都伊豆長岡学園
電話０５５‐９４８‐０２９４

11月

４． いじめ・暴力行為の追放の呼
びかけをしましょう
●その他 期間中、市では次のよ

介護が必要な人を在宅で介護して
いる人に対し『介護手当』を支給し
ます。対象と思われる人にはすでに
申請書を送付してありますが、申請
書が届かない人は、下記までお問い
合わせください。
●手当の受給資格の基準日
１０月１日（土）
●対 象 平成１７年４月１日以降
に次の①〜④に該当する人と６カ月
間以上同居し、生計を同じくしてい
る介護者
①基準日に伊豆の国市に在住してい
る人
②介護保険制度の要介護認定が、過
去 ６ カ 月 間 継 続 し て 要 介 護 ３・
４・５に該当している人、それに
相当する寝たきりや認知症の人
③入院・施設入所・短期入所等の日
数が、平成１６年１０月２日から
の１年間で９０日未満の人
④基準日に施設入所・療養型病院へ
入院をしていない人
●支給額 １２０，
０００円
●問合せ 高齢者支援室
電話０５５８‐７６‐８０１１

青少年の健全育成
１１月は全国青少年健全育成強調
月間です。「青少年は地域社会から
はぐくむ」という共通の理解と認識
を広め、地域の一人ひとりが青少年
の非行防止と健全育成、社会環境の
浄化に取り組みましょう。
●重点課題
１． 有害環境の浄化活動を行いま
しょう
２． 凶悪・粗暴な非行防止の呼び
かけをしましょう
３． 薬物乱用の防止の呼びかけを
しましょう

３日（木） 伊豆韮山温泉病院（内・神経内・整外・リハ）
６日（日） ナガオカ中央クリニック（産婦・内・小児）
村田内科クリニック（内）
１３日（日） 江間クリニック（外・脳外・内）
２０日（日） 韮山医院（内・外）
２３日（日） 杉田整形外科（整外・リハ・リウマチ）
２７日（日） 杉本医院（循・呼・外・内・皮）
＜２＞

あいさつ・声掛け運動…１１月４
日（金）、各地区の育成会や市Ｐ連
等があいさつ・声掛けを実施。
「音楽の広場・わたしの主張」発
表大会…１１月２０日（土）１３：００
〜１６：００、アクシスかつらぎにて、
市内小中学校の子どもが合唱や斉
唱、自分の主張等を発表。
●問合せ 社会教育課
電話０５５‐９４９‐６８０９

路線バスの運行時刻が
一部変わります
１１月１日（火）から、亀石線（亀
石峠発〜大仁駅前ゆき）最終便の
運行時刻が、下記のとおり変更に
なります。利用される人はご注意
ください。
停留所名
亀

石

峠

長者原東口
長

者

原

長 者 原 口
田

原

浮

野
橋

さつきヶ丘公園
三

福

大 仁 駅 前

旧時刻

新時刻

17:07
17:09
17:10
17:13
17:15
17:19
17:24
17:36
17:41

17:40
17:42
17:43
17:46
17:48
17:52
17:57
18:09
18:14

問合せ 総合政策課
電話０５５‐９４８‐１４１３
㈱中伊豆東海バス
電話０５５８‐７２‐１８４１
い！

ご注意くださ

伊豆の国市成人式
申込み方法を変更しました
●市内在住の人には、社会教育課か
ら１０月中に往復はがきを送付しま
すので、必要事項を記入し、１１月
２５日
（金）
までに返信してください。
●市外在住で参加を希望する人は、
はがきに「成人式出席希望」と明記
し、出席する会場の地区名、氏名、
性別、生年月日、住所、電話番号を
記入して、１１月２５日（金）までに社
会教育課へ郵送してください。後日、
社会教育課から連絡します。
日時・会場・対象者年齢は、今まで
お知らせしたとおり変更ありません。
申込み・問合せ
〒４１０‐２１９２
伊豆の国市四日町２４３
伊豆の国市 教育委員会 社会教育課
電話０５５‐９４９‐６８０９
電話０５５‐９４９‐１４６６（中條）
電話０５５‐９４８‐１１５１（長岡）
電話０５５８‐７６‐８８６６（吉田）
電話０５５‐９４７‐１２３８（南江間）
電話０５５‐９４９‐１０３６（四日町）
電話０５５‐９７０‐２５１１（函南町）
電話０５５‐９４９‐２２２２（南條）

