お・知・ら・せ

お・知・ら・せ

母親クラブ会員
母親クラブ（地域活動クラブ）は、
地域における母親等の連帯組織で
す。
１．子ども達の健康や食、社会生活
について皆さんで話し合いなが
ら学びませんか。
２．お母さん同士で子育ての話をし
ながら親睦をはかりませんか。
３．児童厚生施設（児童館）や保育園
などへのボランティアをしませ
んか。
４．年齢は問いません。
５．都合のつく時だけの参加でも構
いません。
６．最低、月１回程度の集まりです。
申込み ５月１日（日）〜１０日（火）
の間に電話で下記へお申し
込みください
問合せ 大仁児童館
電話０５５８‐７６‐１３４６

伊豆の国Ｆｌｅａマーケット
日

時

※５月３１日（月）はお休み
会 場 大仁市民会館
内 容 さつき展示会、さつき苗木
と盆栽の即売、さつき相談
問合せ 大仁さつき愛好会
会長相原節郎
電話０５５８‐７６‐１８３２
市環境政策課
電話０５５‐９４９‐６８０４

肝臓病講演と相談会
日本肝臓学会では「肝臓病治療の
最前線」と題し、県医師会の後援を
得て、消化器内科の先生を中心に、
講演会と肝臓病相談会を開催しま
す。多くの皆さんの参加・相談をお
待ちしています。
日 時 ５月２８日（土）
１４：００〜１７：００
会 場 東レ総合研修センター
講演の内容
１「ウィルス肝炎、肝癌は克服で
きる」岡上武先生（京都府立医
科大学消化器内科）
２「脂肪肝、内臓脂肪が危ない」
谷川久一先生（国際肝臓研究所
所長）
相 談 市田隆文先生（順天堂大学
医学部附属静岡病院消化器
内科）ほか
申込み 相談を希望する人は往復ハ
ガキで予約してください
問合せ・申込み

５月８日（日）受付８：００
９：００〜１４：００
会 場 アクシスかつらぎ
ふれあい広場
出店の申込み

〒４１０‐２２９５ 長岡１１２９
順天堂静岡病院消化器内科 市民
公開講座事務局事務担当 中村
電話０５５‐９４８‐３１１１

電話かＦＡＸで住所、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、申し込んでください。
問合せ・申込み 伊豆の国観光協会
電話０５５‐９４８‐０３０４
ＦＡＸ０５５‐９４８‐５１５１

アウトドアリーダー講習会

第２
７回大仁さつきまつり
日
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時

５月２９日（土）〜
６月１日（日）

県立朝霧野外活動センターでは、
野外活動に関する講義や実技実習を
行うアウトドアリーダー講習会を実
施します。興味のある方はぜひご参
加ください。
日 時 ６月１１日
（土）
〜１２日
（日）、
８月２０日
（土）
〜２１日
（日）、
１０月８日（土）〜９日（日）
会 場 朝霧野外活動センター他
参加費 １０，
５００円

（各回３，
５００円）
定 員 ４０名（先着順）
申込み ５月２８日（土）までに下記
へ電話でお申し込みくださ
い
問合せ 朝霧野外活動センター
電話０５４４‐５２‐０３２１

介護者教室のお知らせ
伊豆の国市誕生にともない、介護
保険以外の高齢者在宅福祉サービス
の内容が変更となりました。いちご
の里では、日常生活をより充実した
ものにするために、下記の予定で介
護者教室を実施します。普段ご家庭
で高齢者介護に携わっている方、ま
たは興味のある方どなたでもご参加
ください。
日 時 ５月１３日（金）
１０：００〜１２：００
会 場 いちごの里内・介護者教室
内 容 介護保険以外の在宅福祉
サービス
料 金 無料（教室終了後、昼食希
望の方は５００円）
定 員 ２０名（定員になり次第締
め切り）
申込み 電話で下記へお申し込みく
ださい
※いちごの里までの移動が
困難な方は、ご希望によ
りお迎えに参ります。電
話で申込みのときに、お
申し出ください
問合せ いちごの里 在宅介護支援
センター
電話０５５‐９４７‐５９４８

教育相談室
田方教育会館では、子育ての悩
みの相談や健やかな子供の育成の
お手伝いができるように、教育相
談室を開催しています。悩みを抱
えながらどこに相談しようかと迷

っている方は、ぜひご利用ください。 相談内容
相談は無料です。匿名での相談も構
サラ金・金銭貸借・交通事故・
いません。秘密は固く守りますので
不動産貸借などの各種紛争を解決
ご安心ください。
するための簡易裁判所における調
日 時 月〜金 ９：００〜１７：００
停・裁判・少額訴訟などの各種手
※木曜日のみ９：００〜１３：００
続き
会 場 田方教育会館内教育相談室
※当日は法廷等も見学できます。
相談内容
問合せ 三島簡易裁判所
子供の性格・行動・しつけにつ
電話０５５‐９８６‐０４０５
いて、学習・からだ・健康につい
て、非行・問題行動について、学
校・家庭・地域などの問題につい
て（対応できない問題は専門の機
関を紹介します）
※電話相談可、面談は要連絡
問合せ 田方教育会館
東部養護学校より
電話０５５８‐７６‐８２２８
本校では、地域に役立つ学校を目
指し、特別な支援を要する方々のた
めの活動を実施しています。
裁判所の手続き相談
平成１７年度憲法週間にあわせ、 教育相談
「市民に開かれた裁判所」を目指す
三島簡易裁判所では、裁判所の手続
き相談を実施します。
日 時 ５月１３日（金）
１０：００〜１５：００
会 場 三島簡易裁判所

平成１
７年度自動車税
平成１７年度の自動車税の納期
は、５月１１日（水）から５月３１日
（ 火 ）ま で で す 。 お 近 く の 金 融 機
関・郵便局またはコンビニで、忘
れずに納めてください。
◎コンビニでの納付方法
取り扱い期間
５月１１日（水）〜３１日（火）
持ち物 平成１７年度分コンビニ
収納用バーコード納付
税通知書
取扱店 納税通知書の裏面をご
覧ください
※１６年度分以前のもの、コンビ
ニ収納用バーコードがないも
のは、金融機関または郵便局
で納付してください
問合せ 県沼津財務事務所自動車税
課 電話０５５‐９２０‐２０１９

障害のある人たちの発達・教
育・生活等についての相談支援。
年齢や障害の種類にこだわらず受
け付けています（随時）。必要に応
じて関係機関との連携をします。
ひまわり教室

幼児を対象にした子育て支援。
親子参加のふれあいあそびの場で
す。５月１８日（水）１４：００〜を第
１回に、以降２月まで月１回実施
予定です。（要電話申込み、５月
９日（月）まで）
問合せ・申込み
県立東部養護学校障害児（者）総
合教育支援センター「ひまわり」
電話０５５‐９４９‐２３０９

広報へのお便り募集中！
広報いずのくにでは、皆さん
のお便りを募集しています。身
近なできごとや広報へのご意見
など、どしどしお寄せください。
お待ちしています。寄せられた
ご意見は広報などで紹介させて
いただくこともあります。
問合せ・宛先
伊豆の国市 企画部 総合政策課
〒４１０‐２２９２ 長岡３４０‐１
seisaku@city.izunokuni.shizuoka.jp

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
平成１７年４月１日現在、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦
没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方（戦没者等の妻や父
母等）がいない場合に、次の優先順位で、遺族お一人に対し、特別
弔慰金が支給されます。
対

象

戦没者等の死亡当時の遺族で
①平成１７年４月１日までに戦傷病者戦没者等援護法による弔慰
金の受給権を取得した方
②戦没者等の子
③戦没者等と生計関係があり戦没者等と同じ氏の（１）父母（２）
孫（３）祖父母（４）兄弟姉妹
④上記③以外の（１）父母（２）孫（３）祖父母（４）兄弟姉妹
⑤上記①〜④以外の遺族で戦没者等の死亡当時まで引き続き１年
以上生計関係があった三親等内の親族
支給内容 額面４０万円 １０年償還の記名国債
請求・問合せ 福祉課 電話０５５８‐７６‐８００６
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