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クリスマスコンサート２００５
日　時 １２月１８日（日）

開場１６：３０　開演１７：００
会　場 アクシスかつらぎ

大ホール（全席指定）
出　演 原信夫とシャープス＆フラ

ッツ、雪村いづみ（特別ゲ
スト）、長沢純（司会）

チケット Ｓ席４，０００円
Ａ席３，０００円

※未就学児は入場できません。
問合せ アクシスかつらぎ

電話０５５‐９４８‐０２２５

自衛官募集
●自衛隊生徒

資　格 １５歳以上１７歳未満（平
成１８年４月１日現在）

城山トレッキング塾（秋篇）
●登山教室（無料）

日　時 １２月３日（土）
７：００～９：００（会場未定）

テーマ 山歩きいきいき人生（山の
魅力と安全な山歩き）

講　師 山岳ツアーガイド（日本山岳協会
Ａ級公認指導員）大村勝彦氏

●山歩き（有料）

日　時 １２月４日（日）
９：００～１６：００

行　程 大仁駅～城山～益山寺～発
端丈山～三津バス～

バス

大仁駅
持ち物 弁当・水筒・雨具等
定　員 ５０人
参加料　５００円　
※一泊二食付宿泊代込みの宿泊パッ
クもあります。
申込み １１月２５日（金）まで
問合せ 伊豆の国観光協会大仁観光

案内センター　
電話０５５８‐７６‐１６３０　

新春伊豆の国寄席
初笑いをぜひアクシスでどうぞ。
日　時 平成１８年１月２２日（日）

開場１７：３０　開演１８：００
会　場 アクシスかつらぎ

大ホール（全席指定）
出　演 桂歌丸、ケーシー高峰、林

家たい平、ロケット団、三
笑亭可女次

チケット Ｓ席３，０００円
Ａ席２，０００円

※未就学児は入場できません。
問合せ アクシスかつらぎ

電話０５５‐９４８‐０２２５

大晦日のＪＡＺＺＬＩＶＥ
日　時 １２月３１日（土）

開場２１：３０　開演２２：００
終演予定１：００

会　場 韮山時代劇場　
大ホール（全席指定）

出　演 佐山雅弘トリオＭ′ｓ　
瀬木貴将トリオ

チケット 前売り一般２，０００円　
高校生以下　５００円
（当日券は５００円増し）

※高校生以下の入場は保護者同伴．
※未就学児は入場できません。
問合せ 韮山時代劇場　

電話０５５‐９４９‐８６００

ＭＯＡ美術館児童作品展
市内小学１～６年生の絵画、書写、
約１，０００点を展示します。児童に
よる生け花や抹茶のもてなしもあり
ます。
日　時 １２月４日（日）

９：００～１６：００
会　場 あやめ会館多目的ホール
問合せ ＭＯＡ事務局　和田

電話０５５８‐７６‐１７０３

伊豆長岡商工祭
日　時 １１月２０日（日）

１０：００～１４：００
会　場 伊豆長岡庁舎駐車場
内　容 福引大抽選会、マグロ解体

ショー、投げ餅、出店販売
など

問合せ 伊豆長岡町商工会
電話０５５‐９４８‐５３３３

狩野川の現況と水害対策について
上記演題の講演会を行います。
日　時 １１月２０日（日）１９：００～
会　場 韮山時代劇場研修室
講　師 沼津河川国道事務所長
入場料 無料（申し込み必要なし）
問合せ 韮山緑と水を守る会　八代

電話０５５‐９４９‐４４４５

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。

（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）

１１月の行事
９日（水）１０：００～　

いっぱい描こう
（クレパスや絵の具を使ってみよう）
※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。

（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

１１月の行事
２日（水）９：００～　防犯訓練
４日（金）リズム遊び
９日（水）子育て講演会「こども

の病気について」
１１日（金）みかん狩り（小坂みかん
狩り園集合。入園料は自己負担。）
１５日（火）絵本の読み聞かせ
１８日（金）製作
２５日（金）誕生会
時間はいずれも９：００～１１：３０

詳しくは、各園へお問い合わせください。

看護師等再就業相談
看護職の資格を持ち、現在就業し

ていない人のための無料相談です。
日　時 １２月７日（水）

１０：００～１４：００
会　場 三島市保健センター
申込み 前日までに電話で申込み
問合せ 県ナースセンター東部支所

電話０５５‐９２０‐２０８８

受賞者をご推薦ください
皆さんの周りに各賞に該当する人

はいませんか？ご紹介ください。
●女性に機会を与える賞

就職・再就職しなければならない
境遇で良い仕事に就くために技実訓
練などを受けようとしている女性。
条　件

①女性で世帯主である②職業技実
訓練課程もしくは大学課程に在籍
中、または入学許可を得ている③
経済的援助が必要である
●ヴァイオレットリチャードソン賞

ボランティア活動に従事し、成果
をあげている１４～１７歳の献身的
な女性。
●女性が女性を助ける賞

各方面で女性の地位向上に貢献し
ている４０歳以上の女性。
申込み １１月３０日（水）までに電

巡回交通事故相談
県の交通事故相談所の相談員が、

交通事故に関する様々な相談に応じ
ます。相談は無料です。
日　時 １１月２５日（金）

１０：００～１５：００
会　場 伊豆長岡庁舎１階相談室
申込み　下記に電話で申込み
問合せ 市役所安全対策課

電話０５５‐９４８‐１４１２

韮山時代劇場付属劇団員募集
韮山時代劇場付属劇団第８期団員

を募集します。
募集期間 １１月１日（火）～３０日（水）
申込み 住所、氏名、年齢、電話番

号、勤務先（学校名）を記
入した申込書と写真（様式
問いません）または履歴書
（写真付）を韮山時代劇場

あなたのステージＶｏｌ.３３
毎週、韮山時代劇場でフラダンス
の稽古をしているラベンダーフラの
発表会です。お気軽にどうぞ。
日　時 １１月２０日（日）

開演１３：００
会　場 韮山時代劇場日だまり広場
※雨天時など天候によっては映像
ホールに変更

入場料 無料
※「あなたのステージ」では、出演
者を募集しています。韮山時代劇
場（大ホール除く）でコンサー
ト・発表会・作品展など日ごろの
成果を発表してみませんか。詳し
くはお問い合わせください。
問合せ 韮山時代劇場　

電話０５５‐９４９‐８６００

中学校卒業（見込み含む）
受付期間 １１月１日（火）～

平成１８年１月１０日（火）
第１次試験

平成１８年１月１４日（土）
●自衛隊貸費学生

資　格 平成１８年４月１日現在
・技術貸費学生

①大学の理、工学部の第３,４年
次で２６歳未満の人②大学院修士
課程に在学する２８歳未満の人
・衛生貸費学生

大学の歯学部歯学科に在学する
２６歳未満の人

受付期間 １２月１日（木）～
平成１８年１月１９日（木）

試　験 平成１８年２月５日（日）
問合せ 自衛隊三島募集案内所　

電話０５５‐９８９‐９１１１

話で申込み
問合せ 国際ソロプチミスト伊豆天城

電話０５５‐９４９‐２８９８

へ郵送または直接持参。
※毎週金曜日、１９：００から韮山時
代劇場で稽古をしています。見学
希望者は下記へ電話でお申し込み
ください。
問合せ 韮山時代劇場

〒４１０‐２１２３ 四日町７７２
電話０５５‐９４９‐８６００

伊豆の国Ｆｌｅａマーケット
日　時 １１月２６日（土）

９：００～１４：００（受付８：００～）
会　場 アクシスかつらぎ

ふれあい広場
出店の申込み

下記に電話かＦＡＸで申込み
※開催日が１０月１５日号広報でお
知らせした２７日（日）から２６日
（土）に変更になりました。
※当日は「てぐもぐウォーク」も開
催されます。
問合せ・申込み 伊豆の国観光協会
電話０５５‐９４８‐０３０４
ＦＡＸ０５５‐９４８‐５１５１


