お・知・ら・せ

information
〜１６：００

１２月１１日（日）に開催予定の
コンサート＆メルヘン劇場 の入
場整理券はすべて終了しまし
た。ありがとうございました。
問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

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、歓喜の歌声に感
動してみませんか。

●会 場 川根本町上長尾６２７
山村開発センター
●内 容 人形劇「稲むらの火」、自
主防災活動実践事例発表、各種展示、
相談コーナー、ＮＨＫ解説委員・山
崎登氏による講演
●問合せ 静岡県防災局防災情報室
電話０５４‐２２１‐３３６６

でご応募ください。
〒４１０‐２２９２伊豆の国市長岡３４０‐１
伊豆の国市明るい選挙推進協議会
事務局（総務課）
ＦＡＸ０５５‐９４８‐２９１７
Ｅメール soumu@city.izunokuni.shizu
oka.jp
●問合せ 総務課
電話０５５‐９４８‐１４１１

市長杯 中学硬式野球大会

県営住宅の入居待機者

リトルシニア（中学硬式野球）の
伊豆の国市長杯友好親善大会を開催
します。田方リトルシニアほか県内、
関 東 か ら 計 １６ チ ー ム が 出 場 し ま
す。ぜひ観戦にお越しください。
（土）
・２０日
（日）
●日 時 １１月１９日
●会 場 韮山運動公園
●問合せ 田方リトルシニア・鷲巣
電話０５５‐９７５‐３７８７

県東部にある県営住宅の入居待
機者を募集します。募集予定団
地・概要等詳しい内容は公社等に
ある案内書をご覧になるか、下記
までお問い合わせください。
●募集期間 １２月２日（金）〜１２月
８日（木）９：００〜１６：００（※郵送の
場合は最終日消印有効、窓口の場
合は土・日を除く）
●申込み・問合せ
沼津市高島本町１‐３（県東部総合庁
舎本館２階）静岡県住宅供給公社
東部支所 電話０５５‐９２０‐２２７１

●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
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。
※アクシスかつらぎにてチケット好

薪能ボランティアスタッフ
狩野川薪能実行委員会では、平
成１８年夏の開催に向け、幅広い活
動を計画しているため、新たにボ
ランティアスタッフを募集します。
ぜひご参加ください。
●活動期間 平成１８年３月〜８月
●活動内容 「狩野川薪能」や関連イ
ベントの企画、運営等
●申込み 平成１８年１月３１日（火）
までに下記へお申し込みください。
●問合せ 狩野川薪能実行委員会
伊豆の国観光協会
電話０５５‐９４８‐０３０４
大仁観光案内センター
電話０５５８‐７６‐１６３０

江川邸の菊華展
国指定重要文化財「江川家住宅」
い げた
（江川家）の家紋「井桁 に菊」にちな
んでミニ菊華展を開催しています。
ふるってご来場ください。
●日 時 〜１１月２３日（水）まで
９：００〜１６：００
（入場は１５：３０まで）
江川邸
（西蔵、南米蔵、
●会 場
北米蔵周辺）
●入場料（市民料金）
江川邸のみ大人１５０円、史料館と
のセット大人２００円
●問合せ 江川文庫公開事務所
電話０５５‐９４０‐２２００

自主防災活動推進大会
きたるべき東海地震への備えに
ついて、一緒に考えてみませんか。
どなたでも入場できます（無料）。
●日 時 １１月２０日（日）１０：００

選挙啓発標語
明るいきれいな選挙を推し進め
るための標語を募集します。テー
マは自由です。
●対 象 市内にお住まいの人
●規 定 １人１点まで（自作・未
発表のものに限る）
●締 切 １２月２０日（火）
●表 彰 入選者を表彰し、賞品
を贈呈
●申込み 選挙啓発標語、住所、
氏名、電話番号を明記のうえ、は
がき、封書、ＦＡＸまたはＥメール

労災保険についての相談
（財）労災保険情報センター（ＲⅠ
Ｃ）では、厚生労働省の委託を受け
て労災保険制度全般の相談を無料で
受けています。秘密は厳守します。
●相談先 静岡市葵区栄町４‐１０
（財）労災保険情報センター（ＲⅠＣ）
静岡事務所 電話０５４‐２５４‐７２７０
ＦＡＸ０５４‐２５４‐８６７７
フリーダイヤル０１２０‐５４‐７２７０

労使トラブル相談会

長岡図書館休館のおしらせ

１
１２
５〜１
１３
０
（金）
（水）
蔵書点検のため、休館します。
問合せ 長岡図書館
電話０５５‐９４７‐２３６４

休日のごみの搬入受付
毎月第１・第３日曜日の午前中、
市内３カ所のごみ処理施設でごみ
の搬入受付を行っていますのでご
利用ください。粗大ごみの搬入は
もとより、市で収集をしているす
べての種類のごみを搬入できます。
●受付日時 毎月第１・第３日曜日
９：００〜１２：００（時間厳守）
●搬入場所
長岡清掃センター
韮山リサイクルプラザ
大仁清掃センター
●その他 施設内が混雑しないよ
う、搬入時にはあらかじめ家庭で
ごみの分別をしてから搬入をお願
いします。
●問合せ クリーン課
電話０５５‐９４９‐６８０５

犯罪捜査にご協力を！
犯人検挙には、地域の皆さんのご
協力が必要です。全国で指名手配さ
れている犯人は、地下鉄サリン事件
のオウム真理教関係者等約２，
４００
人以上になります。「よく似た人を
見かけた」などどんな小さな情報で
も構いません。すぐに警察に通報し
てください。

解雇や賃金引き下げなどの労働条
件、その他労働関係に関するトラブ 「事件かな？」と思ったら迷わず通
ルの相談を無料で受けます。労働者、 報を！…怪しい人物や不審な車両を
事業主どちらからの相談も受けます。
見かけたら、積極的に１１０番して
●日 時 １１月２７日（日）１０：００
ください。
〜１５：００（会場にて直接受付）
被害に遭ったら届出を！…第２、第
●会 場 沼津市立図書館
３の被害を防ぐためにも、被害に遭
●問合せ 県労働委員会事務局調整
ってしまったら、必ず警察に届け出
審査室 電話０５４‐２２１‐２２８６
てください。
東部県民生活センターの労働相談窓
●犯罪に関する情報・届出・相談は
口 フリーダイヤル０１２０‐９‐３９６１０
大仁警察署 電話０５５８‐７６‐０１１０
三島警察署 電話０５５‐９８１‐０１１０

塗装なんでも電話相談
塗装に関する相談を電話で受け付
けます。相談は無料です。
●日 時 １１月１９日（土）１０：００
〜１７：００
フリーダイヤル ０１２０‐３１１‐８０７
●問合せ
（社）日本塗装工業会静岡県支部事務局

＜３＞

電話０５４‐２８７‐０２１８

【訂正とお詫び】
広報１０月１５日号の募集記事
「里親になりませんか」の問い合
せ先「県こども家庭室の電話番
号」が間違っていました。
正しくは電話０５４‐２２１‐２８４４
です。訂正し、お詫び申し上げ
ます。

