お・知・ら・せ

information
●
２，
０
０
０円
（高校生以下無料）
参加料
●練習日程 ５月２４日（火）から毎
週火曜日１９：００〜２１：００ ●課題
曲 交 響 曲 第 九 番（ ド イ ツ 語 原
語）／ベートーヴェン、メサイヤか
ら〜ハレルヤ他〜／ヘンデル ●申
込み ５月２０日（金）までにお申し
込みください※随時参加できます
●問合せ 文化振興課 電話０５５‐
９４８‐１４３７ 、 ア ク シ ス か つ ら ぎ
電話０５５‐９４８‐０２２５、韮山時代劇
場 電話０５５‐９４９‐８６００
週火曜日の練習に参加できる人

アクシス・時代劇場 友の会
アクシスかつらぎ・韮山時代劇場
友の会の会員を募集します。いい席
で鑑賞したい、イベント情報が欲し
いという人はぜひご入会ください。
●資格 どなたでも（ただし１世帯
につき１人）●定員 アクシスかつ
らぎ１００人、韮山時代劇場５０人（定
員以上の申込みがあった場合は抽選）
●特典 自主事業チケットを発売３
日前に４枚まで購入可、アクシスか
つらぎまたは時代劇場で行われる催
し物の案内を通知、会員期間中のチ
ケット購入実績に応じて自主事業チ
ケットの割引などあり ●入会金
各１，
０００円 ●会員期限 平成１９
年３月３１日まで ●申込み ５月
３１日（火）までにアクシスかつらぎ
または韮山時代劇場へ申込用紙を郵
送または直接申込み（郵送の場合は
当日消印有効、申込用紙はアクシス
かつらぎ、韮山時代劇場、文化振興課、
各支所、中央図書館、韮山図書館、
大仁市民会館、韮山農村環境改善セ
ンターにあります）●問合せ アク
シスかつらぎ 電話０５５‐９４８‐０２２
５（〒４１０‐２２０１古奈２５５）、韮山
時代劇場 電話０５５‐９４９‐８６００
（〒４１０‐２１２３四日町７７２）、文化
振興課 電話０５５‐９４８‐１４３７

シアタースタッフ
アクシスかつらぎや韮山時代劇場
で行われる自主・共催事業を中心
に、公演のお手伝いをしていただけ
るボランティア（シアタースタッフ）
を募集します。登録制なのでお気軽
にお申し込み下さい。
●資格 どなたでも（※中学生以下
は業務時間帯などを制限させていた
だくことがあります）●業務内容
当日券販売、受付、パンフレット・ア
ンケートの配布、会場内・駐車場の誘
導・案 内 、 物 品 販 売 等 ● 特 典
活動実績に応じてアクシスや時代劇
場で行われる自主事業チケットの割
引など ●スタッフ登録期限 平成
１８年３月３１日（金） ●申込み・
問合せ アクシス・時代劇場友の会
の募集欄を参照

アクシス第九合唱団募集
昨年大好評だったアクシス第九コ
ンサートに今年は合唱団として参加
しませんか。昨年にひきつづき桑原
啓郎さんが総監督を務め、指揮者に
佐藤寿一さん、オーケストラに静岡
交響楽団を迎え、一流ソリスト達と
一緒に歌います。あの感動をもう一
度みんなで分かち合いましょう。
●資格 １２月２５日（日）の公演当
日１０：００から参加できる人で、毎

子育てっこサロン学級生
小さな子供がいるお母さんを対象
とした学級です。子育てに役立つい
ろいろな活動を一緒にしませんか。
子育ての悩み相談・生活ストレスの
発散・物づくり等とても楽しいサロ
ンです。多くの学級生をお待ちして
います。※就園前の子供がいる人は
一緒にお連れください
●実施日 月１〜２回程度 ●会場
大仁児童館を中心に活動 ●対象
小学校３年生以下の子供をお持ちの
母親 ●活動内容 学級生の話し合
いで決定 ●年会費 １，
０００円 ●
（火）
〜２５日
（水）
申込み ５月１７日
の間に下記へお申し込みください
●問合せ 大仁児童館 電話０５５
８‐７６‐１３４６

ＥＭぼかしで育てた作品募集
「ＥＭぼかしで花と野菜の祭り」
に生ごみ発酵堆肥やＥＭぼかしあえ
で育てた草花や野菜などを出品して
みませんか。出品者にはもれなく参
加賞を差し上げます。
●日時 ７ 月 １６日（土 ）９：００〜
１２：００※雨天決行 ●会場 韮山
支所地下駐車場 ●申込み ６月
１７日（金）までに下記へ電話でお申
し込みください ※出品物はＥＭぼ
かしを使った生ごみ発酵堆肥を使用
してあれば鉢植えでも、畑や庭から
収穫したものでも可 ※お一人何点
でも出品可 ●問合せ クリーン課
電話０５５‐９４９‐６８０５

３１日（火）までに下記ホームページ

み、児童虐待等）について相談を受

からお申し込みください ●申込
み・問合せ 国土交通省中部地方整
備局沼津河川国道事務所河川管理課
電話０５５‐９３４‐２０１１ http://www.
cbr.mlit.go.jp/numazu/

け付けています。療育・養護施設の
紹介など各機関と連携を図りなが
ら、家庭における子供たちの健やか
な成長をサポートします。みんなで
一緒に考えていきましょう。
※一日の相談件数に限りがあるため
電話での確認をお願いします
●日時 月〜金曜の９：３０〜１６：００
●会場 大仁庁舎１階福祉課 ●予
約 不要 ※電話での相談可 ●問
合せ 福祉課（家庭児童相談室） 電
話０５５８‐７６‐８００８

地 区 健 康 講 座
保健師と栄養士が地区の公民館
で、血圧測定や健康相談、健康に関
する講座を行います。
●日時・会場（５月分） ５月２４
日（火）中条公民館、５月２５日（水）
金谷研修センター、５月３１日（火）
南条区民ホール 時間はいずれも
９：３０〜１１：００ ※６月以降の予
定は、カレンダー欄をご覧ください
●内容 健康チェック（血圧測定な
ど）、健康・栄養相談、健康に関する
話（倒れている人への処置、三角巾
の使い方など災害時に役立つ救急法
について）●持ち物 健康手帳（お
持ちの人）●申込み 不要 ●問合
せ 健康づくり課 電話０５５８‐７６‐
８０１４

看護学校進路説明・相談会
県看護協会では、高校生や社会人、
またはすでに准看護師資格を取得し
て就業していて看護師資格取得を考
えている人などのために、看護学校
等進路説明・相談会を開催します。
●日時 ６月１８日（土）１３：００〜１
６：００ ●会場 三島市立社会福祉
会館 ●対象 現高等学校在校生、
看護師資格取得を考えている学生・
社会人 ●内容 看護学校（大学・
短期大学・専門学校）についての全
体説明、県内看護学校等による個別
相 談 ● 定 員 ３００ 人 ● 費 用
無料 ●申込み 不要 ●問合せ
静岡県ナースセンター 電話０５４‐２
０２‐１７６１

男子厨房に入ろう
普段は「食べる」専門の男性の皆さ
ん、この機会に厨房へ入って「作る」
体験をしてみませんか。おいしくて
簡単な料理を健康づくり食生活推進
協議会の会員が教えます。料理経験
ゼロの人大歓迎。みんなで作って楽
しく料理を食べましょう。
●日時 ６月７日（火）１０：００〜１３：
３０ ● 会 場 大仁保健センター
●内容 適性体重について、調理実習
●持ち物 エプロン、三角巾、手拭
いタオル、筆記用具 ●会費 ３００
円 ●申込み・問合せ 健康づくり
課 電話０５５８‐７６‐８０１４

狩野川 愛護モニター
国土交通省中部地方整備局では、
平成１７年度の狩野川河川愛護モニ
交通事故でお困りの人
ターを募集します。
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
●資格 満２０歳以上の心身とも健
康な人で狩野川近隣にお住まいの
す。相談は無料です。希望する人は
人、狩野川に接する機会が多い人、 事前にご予約ください。
狩野川に愛着を感じている人などで
●日時 ５月２４日（火）１０：００〜
河川愛護に関心をお持ちの人 ●定
１５：００ ●会場 伊豆長岡庁舎１階
市民相談室 ●申込み ５月２０日
員 ４人 ●活動内容 地域住民な
どからの河川に関する要望等、河川 （金）までに電話でお申し込みくだ
環境や河川の流水や施設などの異常
さい ●問合せ 安全対策課 電話
等についての情報を伝えるほか、地
０５５‐９４８‐１４１２
域住民への河川愛護思想の普及・啓
発に努める ●任期 ７月１日（金）
育児や児童虐待などの悩み
から１年間
月額４，
５
８
０
乳幼児〜１８歳までの子育てや家
●手当
円（前 年 度 実 績 ）●申込み ５ 月
庭内の問題（育児、学校に関する悩
＜３＞

都市計画道路変更に伴う縦覧
都市計画法施行令の一部改正によ
り 、 田 方 広 域 都 市 計 画 道 路（ 函 南
町・伊豆の国市・伊豆市）計１０路
線に車線数を定めることになりまし
た。下記場所で都市計画道路の変更
案を縦覧し意見書を提出することが
できます。
●計画の種類と名称 田方広域都市
計画道路（静浦長岡線、伊豆長岡駅
前通線ほか計１０路線）の変更につ
いて、幅員変更なし ●計画（案）
の縦覧場所と意見提出先 県庁都市
住宅部都市計画室（〒４２０‐８６０１静
岡市追手町９‐６）
、伊豆の国市役所
都市計画課（〒４１０‐２２９２長岡３４
０‐１）●縦覧期間 ５月２４日（火）
〜６月７日（火） ※閉庁日と職員の
勤務時間外を除く ●問合せ 都市
計画課 電話０５５‐９４８‐２９０９

明日の日本をつくるために…
１０月１日（土）に行われる国勢調
査の調査員を募集しています。
調査員には規定の報酬を支払
います。詳しくは総合政策課
電話０５５‐９４８‐１４１３まで。

