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information

能 友の会
たきぎのう

狩野川 薪能 実行委員会では、公
演を支援してくれる友の会員を募集
しています。
●資格 どなたでも（伊豆の国市の
伝統芸能を継承・保護・育成し、
「能」「狂言」等の日本の古典芸能を
住民参加により開催する狩野川薪能
の意義を理解し、支援してくれる人）
０００円、法人５，
●年会費 個人２，
０００円〜 ●特典 ７月３０日（土）
開催の狩野川薪能の特別席確保、能
楽の特別講座・講演への招待、能に
関する発表会・講座・講演会資料の
配布 ●申込み・問合せ 狩野川薪
能実行委員会事務局（大仁観光案内
センター） 電話０５５８‐７６‐１６３０

●定員 ２０人（先着順、保護者の
申し込み可）
講座①②共通 ●会場 韮山農村環
境改善センター ●参加料 ５００
円 ●講師 ボランティアグループ
「土の子くらぶ」 ●申込み・問合せ
子ども教室夏休み講座講師募集欄を
参照

館 ●内容 なんでも相談会…福祉
サービスの利用、高齢者・障害者等
の生活や介護、介護保険、その他福
祉に関する様々な相談 ぱあとなあ
静岡相談会…成年後見制度や地域権
利擁護事業の利用についての相談
（※専門教育を受けた社会福祉士が
対応します） ●問合せ 有料老人
ホーム青空 電話０５５‐９２６‐９６００

避難訓練＆ライブ参加者

乳幼児医療費受給者証の更新

実際の公演中に災害が発生したと
想定して緊急避難訓練を行います。
この機会により現実的な避難訓練に
参加してみませんか。訓練終了後は、
公演をお楽しみいただけます。
● 日時と場所 ①６月１９日（日）
１３：３０〜韮山時代劇場、②６月２６
日（日）１４：００〜アクシスかつらぎ
●内容 ①福島邦子アコースティッ
クライブ（ピアノ）、②日本ギター
専門学校ギターオーケストラ（予定）
●申込み・問合せ 文化振興課 電
話０５５‐９４８‐１４３７

現在、受給者証をお持ちの人は、
更新の手続きが必要ですので、対象
となるご家庭へ申請書を送付します。
● 申 請 期 間 ６ 月 ３０ 日（ 木 ）ま で
●必要書類 ①申請書、②印鑑、③
児童の保険証、④平成１７年度児童
手当用所得証明書（平成１７年１月
２日以降に伊豆の国市に転入した人
は必須、児童手当現況届を提出する
場合はその写しで可） ●申請先・
問合せ 母子家庭等医療費助成の更
新の欄を参照

薪能ボランティアスタッフ
狩野川薪能の当日スタッフを募集
しています。作業の合間に能を間近
で鑑賞でき、一流の芸術を肌で感じ
られるまたとない機会です。お誘い
合わせてご参加ください。
●資格 ７月３０日（土）の狩野川薪
能当日１５：００〜２１：００にスタッフ
としてお手伝いできる人（時間帯に
ついては相談可） ●内容 会場の
設営・撤去、駐車場誘導、会場案内
等 ●申込み・問合せ 「能友の会」
の募集欄を参照

子ども教室夏休み講座 講師
小中学校の夏休み中・７月２３日
（土）〜８月２８日（日）に実施する
「伊豆の国市子ども教室」夏休み講
座の講師を募集します。工作、読み
聞かせ、料理など、幅広い分野から
の応募をお待ちしています。
●申込み・問合せ 社会教育課 電
話０５５‐９４９‐６８０９

子ども教室 一学期講座
「伊豆の国市子ども教室」一学期
講座の参加者を募集します。普段は
できないことにチャレンジしよう！
講座① シゲ先生の竹クラフト工房
●日時 ７月９日（土） ９：３０〜
１１：３０ ●内容 竹を使ったはしや
スプーン等の製作、ゲーム ●対象
小学３年生〜中学３年生 ●定員
１０人（先着順、保護者の申し込み可）
講座② 土の子くらぶの料理教室
「お菓子づくり」 ●日時 ７月２０
日（水）１４：００〜１７：００ ●内容
ドーナツ・ホットケーキ作りと試食
●対象 小学１年生〜中学３年生

の国市に転入した人は、所得税非課
税が確認できる平成１６年分源泉徴
収票等 ●申請先 福祉課 電話０
５５８‐７６‐８００８、伊豆長岡支所市民
サービス課 電話０５５‐９４８‐２９０５、
韮山支所市民サービス課 電話０５
５‐９４９‐６８００ ●問合せ 福祉課

狩 野 川 薪 能
伊豆の国市誕生記念事業として、
狩野川薪能が開催されます。一流演
者による能のほか、市内小中学生に
よる創作能も上演します。夏の夜の、
ゆうげん
幽玄のひとときをご堪能ください。
●日時 ７月３０日（土）１８：００〜
２０：３０ ●会場 狩野川河川敷城
山下特設会場（荒天の場合はアクシ
スかつらぎに変更） ●内容 第一
こしろう
部 子供創作能「江間の小四郎 」の
せいおうぼ
発表会、第二部 連調「西王母」
、狂
すみぬ
くらまてんぐ
言「墨塗り」
、能「鞍馬天狗」
０００円（全席指定）
●入場料 ３，
●その他 ７月２９日（金）１９：００
〜大仁市民会館にて事前説明会を開
催（ 参 加 無 料 ） ● 申 込 み・問 合 せ
狩野川薪能実行委員会事務局（大仁
観光案内センター）電話０５５８‐７６‐
１６３０

福祉の無料相談会
福祉や成年後見制度に関する疑問
にお答えする相談会を実施します。
秘密は厳守しますので気軽にご相談
ください。
●日時 ６月２５日（土） ９：３０〜
１３：３０ ●会場 三島市社会福祉会

ラジオ体操リーダー養成
ラジオ体操の市内地区リーダーを
養成し、夏休み期間中の子どものラ
ジオ体操を活発に行うことにより、
青少年の健全育成と健康の保持増進
を図るため、教室を開催します。
●日時 ７月３日（日）９：３０〜１１：
３０まで（※９：２０までに会場にお入
りください） ●会場 大仁小学校
体育館 ●内容 ラジオ体操第１・
第２の習得 ●対象 市内のラジオ
体操実施会場のリーダー（子ども会
育 成 会 と 世 話 人 ・ ＰＴＡ 役 員 等 ）
●指導 体育指導委員 ●持ち物
体育館シューズとタオル ●問合せ
社会教育課 電話０５５‐９４９‐６８０９

介護支援専門員 受講試験
介護支援専門員をめざす人は、
この試験に合格すると実務研修の
受講資格が得られます。
●日時 １０月２３日（日）１０：００〜
●会場 県立大学、県立短期大学
●案内配布 ７月１５日（金）まで市
高齢者支援室、県庁介護保険室、
各健康福祉センターで配布 ●申
込み ７月１日（金）から７月１５日
（金）まで（当日消印有効）の間に簡
易書留郵便で県庁介護保険室へ必
要書類を郵送 ●問合せ 高齢者
支援室 電話０５５８‐７６‐８００９

母子家庭等医療費助成の更新
この制度は、母子家庭等（父子家
庭・父母のいない児童を含む）の福
祉を図るため、医療費の一部を助成
するものです。ただし、本人・扶養
義務者等に前年分の所得税が課せら
れている場合は対象になりませんの
でご注意ください。
● 申 請 期 間 ６ 月 ２４ 日（ 金 ）ま で
●必要書類 ①母子家庭等医療費受
給者証（オレンジ色）
、
②印鑑、③保険証の写し（家族全員
分）、④申請者名義の通帳の写し、
※⑤平成１７年１月２日以降に伊豆

「安全は 自ら うち
（家庭）
から 地域から」
夏の交通安全県民運動
７月１１日（月）〜２０日（水） １０日間
＜３＞

日本脳炎

の
予防接種は差し控えるよう、
厚生労働省より通知がありま
した。特別な事情により希望
する人については、医師の説
明の後、同意書に署名いただ
きますのでご了承ください。
問合せ

健康づくり課
電話０５５８‐７６‐８０１３

めおと湯の館では市内在
住の７
０歳以上の人に入浴
無料ハガキを発行していま
す。めおと湯の館をご利用
の際には、ハガキと保険証
等（住所、氏名、年齢がわか
るもの）をフロントにご提
示ください。なお、発行さ
れたハガキの再発行はでき
ませんので大切に保管して
ください。
（問合せ）
めおと湯の館
９４９‐３７３７

電話０５５‐

営業時間１
０
：
０
０〜１
９
：
３
０ 毎週木曜日休
館
（※木曜日が祝日等で営
業した場合は翌日金曜日が
休館となります）

期間中は、子どもや高齢者、自転車利用
者の交通事故防止を重点に運動が展開され
ます。交通ルールやマナーを守り、交通事
故に遭わないよう十分注意しましょう

