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県立東部看護専門学校一般入試
試験日 平成１８年

１月１７日（火）・１８日（水）
出願期間 １２月１２日（月）～２６日（月）
定　員 看護１学科（３年制）８０人

看護２学科（２年制）４０人
※定員には推薦入学分を含む

資　格

①高等学校を卒業した人、また同
等以上の学力がある人、平成１８
年３月卒業見込みの人
②高等学校を卒業または見込みの
准看護師、准看護師免許を持ち３
年以上業務に従事した人
検定料 ４，７００円

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

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

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）

１２月の行事
３日（土）・４日（日）

作品展（遊戯室で開催）
８日（木） ９：４５～　
成道会（お釈迦様おさとりの日）

１３日（火）１０：００～
楽器であそぼう

※事前に申し込みが必要です。
●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

１２月の行事
２日（金）製作
６日（火）リズム遊び
９日（金）誕生会
１３日（火）製作
２０日（火）絵本の読み聞かせ
２１日（水）クリスマス会
※プレゼントを購入していただくた
め事前に申し込みが必要です。
２７日（火）クリーン作戦　
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。

伊豆の国Ｆｌｅａマーケット
日　時 １２月１１日（日）

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

住所・氏名・電話番号・希望ブー
ス（１ブース５００円：１人２ブー
スまで）・売る商品を記入し電話
かＦＡＸで下記へ申し込み
問合せ・申込み 伊豆の国観光協会
電話０５５‐９４８‐０３０４
ＦＡＸ０５５‐９４８‐５１５１

食創り人と語る会
伊豆長岡温泉の老舗旅館、レスト

ランを会場に、東部地域の特産品を
テーマに生産者や料理人との交流会
を開催します。プロの趣向を凝らし
た創作料理や地域の特産品のおもし
ろ情報などを満喫できます。
日　程 平成１８年１月１６日（月）

～１９日（木）
会　場 市内６会場
テーマ ①沼津茶②西浦みかん③丹

那牛乳④卵・鶏肉⑤花⑥野
菜等

※各素材を期間中に１回ずつ開催
定　員 各会場２０人（応募多数の

場合は抽選）
参加料 ２，０００円（昼食代）
申込み

１２月２２日（木）までに住所、氏
名、年齢、電話番号、希望するテ
ーマ（第１・２希望明記）を記入
し、ハガキかＦＡＸで下記へ申し
込み（複数のテーマに参加希望の
場合は、参加希望回数とテーマを
すべて記入）
問合せ 東部農業シンポジウム実行

委員会事務局
〒４１０‐００５５ 沼津市高島本町１‐３

電話０５５‐９２０‐２１５８
ＦＡＸ０５５‐９２４‐８５９４

看護学生募集
独立行政法人国立病院機構静岡医

療センター附属静岡看護学校では、
平成１８年度入学生を募集します。
受験資格 ①高等学校を卒業した人、

または平成１８年３月卒
業見込みの人
②上記と同等以上の学力が
あると認められる人
③看護学生として学業と実
習に専念できる人

あすなろ夢講座２１
県教育委員会は、静岡県の未来を

開く「人づくり」を考えるあすなろ
夢講座２１を開催します。
日　程 平成１８年２月１６日（木）

１３：３０～１５：１５
会　場 グランシップ中ホール
対　象 静岡県民
定　員 ８００人（先着順）
講　演 ２１世紀をになう子供たち

講師　藤原正彦（お茶の水
女子大教授）

参加料 無料
申込み 平成１８年１月１６日（月）

までに下記へ申し込み
問合せ 財）県生涯学習振興財団

電話０５３７‐２４‐７１００

第１６回 冬のコンサート
伊豆中央高校吹奏楽部による冬の

コンサートを行います。現在、部員
５９人で日々練習に励んでいます。
今回の演奏会では、様々な世代が楽
しめる曲を用意していますので、ぜ
ひご来場ください。
日　程 １２月２４日（土）

開場１７：００　開演１７：３０
会　場 三島市民文化会館大ホール
曲　目 呪文と踊り、喜びの翼　
入場料 無料
問合せ 伊豆中央高校吹奏楽部野島

電話０５５‐９４９‐４７７１
http://www.icbc.gr.jp/

ほたる音頭歌詞募集
「伊豆の国市ほたるを飛ばす会」

では、平成１８年春、第１回ほたる
サミット会議を行う予定です。この
会議で、伊豆の国市の自然環境保護
活動をイメージした音頭を発表する
ため、皆さんから歌詞を募集します。
ふるってご応募ください。
条　件 「ほたる」の言葉を歌詞の

中に入れてください。７．
５調に限りません。長さは
自由ですが２００文字以内
で、子供から大人まで親し
め、歌いながら踊れる歌詞。
プロ、アマは問いません。

応募方法 １月３１日（火）までに郵送
またはメールで下記へ応募

審　査 作曲は牧信太朗さんで、採
用された作詞
はＤＶＤ化され
イベント等で
使用されます。

問合せ

伊豆の国市ほたるを飛ばす会
〒４１０‐２２０１ 古奈２４６‐１‐５０２
電話０５５‐９４８‐６８６０
mjjmx177@ybb.ne.jp

第１８回 福祉作文コンクール
ボランティアや介護の体験、福祉

についての意見、感想などをお寄せ
ください。
応募期間 １２月２０日（火）まで
応募規定 ４００字詰め原稿用紙３

～１０枚（未発表のもの）
対　　象 県内に在住・通勤・通学

の人（小中高校生は除く）
応募方法 作品に題名、住所、氏名、

年齢、職業、電話番号を
明記し下記へ郵送

問合せ （財）静岡県労働者福祉基
金協会　〒４２０‐０８５１
静岡市葵区黒金町５‐１
電話０５４‐２５１‐４１４４

定　員 ８０人（修業年限３年）
試験日 平成１８年１月２５日（水）
願書受付 １２月２０日（火）～平成１８

年１月１６日（月）必着
※募集要項希望の場合は２００円切
手を貼付した返信用封筒（角型２
号）に郵便番号・住所・氏名を明
記し、下記へ申し込み。
問合せ 静岡医療センター附属静岡

看護学校　〒４１１‐０９０５
駿東郡清水町長沢７６２‐１
電話０５５‐９７６‐５４５５
http://www.hosp.jp/̃tsh/scool

選挙啓発標語募集
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。ふるってご応募ください。
対　象 市内に住んでいる人
規　定 一人１点まで（自作・未発

表のものに限る）
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、

電話番号を明記し、はがき、
封書、ＦＡＸまたはＥメー
ルで１２月２０日（火）まで
にご応募ください。

あて先　〒４１０‐２２９２ 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）

soumu@city.izunokuni.shizuoka.jp
問合せ 市役所総務課　

電話０５５‐９４８‐１４１１
ＦＡＸ０５５‐９４８‐２９１７

試験会場 県立東部看護専門学校
願書配布・申込み

県立東部看護専門学校
電話０５５‐９７１‐２１３５


