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児童手当受給者の人

児童手当振込みました！
１０月１４日に、４カ月分（６〜９
月分）
の児童手当を振り込みました。
指定口座への入金をお確かめくだ
さい。
※現況届を提出していない人には、
提出があるまで手当の支払いが
できません。
問合せ 伊豆長岡支所市民サービス課
電話０５５‐９４８‐２９０５

原京子（アルト）
、村上達哉（テノ
ール）
、宝福英樹（バリトン）
合唱団：公募の皆さん
５００円（高校生
●チケット Ｓ席１，
以下１，
０００円）、Ａ席１，
０００円（高
校生以下５００円）※全席指定 ※未
就学のお子さんは入場できません。
※１０月２８日（金）８：３０よりアクシ
スかつらぎにてチケット販売開始
●問合せ アクシスかつらぎ
電話０５５‐９４８‐０２２５

日、平成１８年１月１７日、１月３１
日、２月１４日、２月２８日、３月１
４日の各火曜日（全１０回）、時間は
いずれも９：３０〜１１：３０
●会 場 江間防災センター
●対 象 子育て中の親子２４組
※１０ 月 １７ 日（ 月 ）〜 ２１ 日（ 金 ）
８：３０〜１７：００電話にて受付
●申込み・問合せ
福祉課 電話０５５８‐７６‐８００８

大仁産業祭品評会への出品
大晦日の ＪＡＺＺＬＩＶＥ

ザ・ニュースペーパー公演
最新ニュースや社会現象を笑いで
表現する社会派風刺コント集団。晩
秋の爽やかな季節に心の底から笑っ
てみませんか。
●日 時 １１月３日（木）
①１４：００〜 ②１８：３０〜
●会 場 韮山時代劇場（全席指定）
５００円、高校生
●チケット 大人２，
以下１，
０００円（税込み）※未就学
のお子さんは入場できません。
●問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

大仁産業祭の品評会への農林畜産
伊豆の国市初めての新年を迎える
物の出品を募集します。
大晦日ジャズライブです。みんなで
●日 時 １１月１９日（土）８：００
カウントダウンしましょう。
〜１１：００
●日 時 １２月３１日（土）２２：００
●会 場 伊豆の国農協田中支店
開演（開場２１：３０）
（大仁庁舎前）倉庫
韮山時代劇場
（全席指定）
●会 場
●対 象 市内産の農林畜産物
ｓ（マ
●出 演 佐山雅弘トリオＭ´
●申込み １１月１０日（木）までに
サちゃんズ）、瀬木貴将トリオ
下記に電話でお申し込みください
０００円、高 （申込者には別途出品規格を送りま
●チケット 前売大人２，
校生以下５００円（税込み）※未就学
す）。※大仁地区の人は部農会を通
のお子さんは入場できません。高校
じてお申し込みください。
生以下は保護者の同伴が必要です。
●問合せ 大仁支所地域振興課
電話０５５８‐７６‐８００３
●問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

新春 伊豆の国寄席
豪華出演者による新春笑いの競
演。ご家族みんなでお越しください。
●日 時 １月２２日（日）１８：００
開演（開場１７：３０）
●会 場 アクシスかつらぎ大ホール
●出 演 ケーシー高峰、桂歌丸、林

多くの人の出品をお待ちしています

家たい平、ロケット団、三笑亭可女次
ザ・ニュースペーパー

チャリティーダンスパーティー

０００円、Ａ席２，
●チケット Ｓ席３，
０００円（税込み）※未就学のお子さ
んは入場できません。※１０月２１日

伊豆長岡ライオンズクラブでは、 （金）よりチケット販売開始
恵まれない人たちや障害者の皆さん
●問合せ アクシスかつらぎ
電話０５５‐９４８‐０２２５
の支援を目的に、チャリティーダン
スパーティーを行います。
●日 時 １１月５日（土）１８：００
〜２１：００（受付１７：３０）
●会 場 長岡体育館
５００円
●会 費 １，
ケーシー高峰
桂 歌丸
●問合せ 伊豆長岡ライオンズクラブ
電話０５５‐９４８‐０５１４

皆さんの身近にあるごみ（資源）
を利用してできたアイデア作品を
『ナンでもカンでもリサイクルコン
クール』に出展してみませんか？
●内 容 ごみ（資源）を有効利用
したもの全般。これから新しく創作
する作品でも、すでに日常生活で利
用している作品でも、ナンでもカン
でもかまいません。（例：古着や空
き缶、空ビンを利用したもの等）
※営利を目的とするものは出展不
可、また出展者自らが持ち運びでき
ないものは事前にご相談ください。
●表彰等 １１月２６日（土）開催の
『リサイクル祭りＩＮ伊豆の国』に
て審査を行い、ユニークなものや使
い勝手の良いもの等を入賞作品とし
て表彰します。
●応募方法 １１月１１日（金）１７：００
までにクリーン課へ電話でお申し込
みください。
※作品を提出してくれた全員に参加
賞を差し上げます。
●問合せ クリーン課
電話０５５‐９４９‐６８０５

里親になりませんか
様々な事情によって家庭に恵まれ
ない子どもたちを、養育してみませ
んか。子どもたちは、温かい家庭生
活を提供してくれる里親を求めてい
ます。
●里親になるには 子どもの養育に
理解と熱意をもち、豊かな愛情をも
っていることが大切です。申込みは
随時受付しており、知事の認定によ
り里親として登録されます。

伊豆の国市として初めてのソフト
●問合せ 里親の申込みについて…
テニス大会です。多数のご参加をお
福祉課 電話０５５８‐７６‐８００７
願いします。
里親制度について…県こども家庭室
●日 時 １１月６日（日）受付８：００
電話０５５‐２２１‐２８４４、東部児童相
（試合開始８：３０）
談所 電話０５５‐９２０‐２０８３
●会 場 韮山中学校テニスコート
、 １
●種 目 一般男子の部（Ａ・Ｂ）
０月３
１日
（月）
スタート
一般女子の部（Ａ・Ｂ）※いずれも個
人戦トーナメント方式
これから年金を請求する人の相談
●参加資格 市内在住、在勤する人、
イ イ ロウ ゴ
または伊豆の国市ソフトテニス連盟
に加入している人 ※高校・大学の
ソフトテニス部員を除く。
すでに年金を受けている人の相談
●参加料 一組５００円 当日徴収
イ イ ロウ ゴ
●申込み １０月２８日（金）までに
社会教育課窓口にある専用申込用紙
でお申し込みください。
受付時間は８：３０〜１７：００
社会教育課
（土・日・祝日を除く）
●問合せ
年金の受給・手続き・各種通知な
電話０５５‐９４９‐６８０９
どの問い合わせにお答えします。
通話料金は一般の固定電話の場
合、市内通話料金で利用できます。
※ＰＨＳや電話機の設定によっては
利用できない場合があります。
問合せ 三島社会保険事務所
電話０５５‐９７３‐１１６６
みんなで爽やかな汗を流しましょう

ねんきんダイヤル
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アクシス第九コンサート
伊豆の国市誕生を記念して「アク
シス第九コンサート２００５」を開催
します。総監督は桑原啓郎氏（常葉
学園短期大学音楽科教授音楽科長）。
師走のアクシスで、新市誕生を祝う
歓喜の歌声に感動してみませんか。
●日 時 １２月２５日（日）１４：００
開演（開場１３：３０）
●会 場 アクシスかつらぎ大ホール
●出 演 指揮者：佐藤寿一
オーケストラ：静岡交響楽団
ソリスト：小林教子（ソプラノ）
、桑

ソフトテニス大会

リサイクル作品募集

０
５
７
０
‐
０
７
‐
１
１
６
５

やんちゃっ子クラブ
後期参加者募集
保育士や地域ボランティアによ
るリズム体操や読み聞かせ、季節
行事などの親子遊びを通して、お
母さんたちに交流の場を提供しま
す。子育てについて話し合いたい
人はぜひご参加ください。
●日 時 １１月１日、１１月１５日、
１１月２９日、１２月１３日、１２月２０
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