お・知・ら・せ

お・知・ら・せ
※公共の交通機関をご利用ください

テキサスの奇跡
長岡演劇サークル・劇団ＤＡＮの
第３回冬公演。愛と笑いの西部劇
「テキサスの奇跡」をお届けします。
日 時 平成１８年１月１５日（日）
【１回目】開場１３：３０ 開演１４：００
【２回目】開場１７：３０ 開演１８：００
会 場 韮山時代劇場
大ホール（全席自由）
１，
０００円
チケット 大人
高校生以下 ５００円
問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

アクシス芸術祭 まゆ玉展示
心を込めて作り上げた「まゆ玉飾
り」をお楽しみください。
日 時 平成１８年１月２４日（火）
〜２９日（日）
９：００〜１６：３０
会 場 アクシスかつらぎ
多目的ホール
入場料 無料
※まゆ玉づくり体験もあります（参
加料２００円）。
問合せ アクシスかつらぎ
電話０５５‐９４８‐０２２５

与話情ない浮名横櫛
韮山時代劇場付属劇団の第９回定
期公演。藤田弓子主演の元気で歌舞
伎好きな とめばあちゃん とその
家族のきずなをテーマとした笑いあ
り、涙ありの痛快人情ホームドラマ。
日 時 平成１８年１月２８日（土）
開場１８：３０ 開演１９：００
平成１８年１月２９日（日）
開場１３：３０ 開演１４：００
会 場 韮山時代劇場
大ホール（全席指定）
２，
０００円
チケット 一般
高校生以下 １，
０００円
問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００
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ふじのくに「食感フェア」

スペインからミゲル・アンヘルフ
ラメンコ舞踊団がやって来ます。ス
テージから迫りくる熱き躍動と興奮
は、いつしか感動の涙さえ誘います。
日 時 平成１８年２月２６日（日）
開場１４：３０ 開演１５：００
会 場 韮山時代劇場
大ホール（全席指定）
０００円
チケット １階席 ４，
桟敷席・２階席・中２階席
２，
５００円
※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

ふじのくに「食感フェア」東部ま
るごと市を開催します。県東部地域
で生産・加工された農林水産物・加
工品など多彩な食材の即売会（と商
談会）です。地元で採れた食材を活
かした「ふじのくに地産地消弁当」
コンクールの入賞作品の展示・販売
もあります。
日

時

会 場
入場料
問合せ

めざましクラシックスコンサート
人気ヴァイオリニストの高嶋ちさ
子とフジテレビアナウンサー軽部真
一が共同プロデュ−スするシリーズ
コンサート。ゲストは沢田知可子で
す。お楽しみに。
日 時 平成１８年３月１２日（日）
開場１４：３０ 開演１５：００
会 場 アクシスかつらぎ
大ホール（全席指定）
５００円
チケット Ｓ席３，
Ａ席２，
５００円
※平成１８年１月１４日（土）からチ
ケット発売開始（各庁舎は、１月
１６日（月）から発売開始）
※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

伊豆の国Ｆｌｅａマーケット
日

平成１８年１月２７日（金）
１２：００〜１５：００
２８日（土）１０：００〜１５：００
キラメッセぬまづ
無料
※駐車場あり（３００台）
県東部農林事務所
電話０５５‐９２０‐２１６１

県芸術祭優秀作品特別展
静岡県芸術祭美術部門の美術展、
書道展、写真展で入賞した作品を一
堂に集め、展示します。
日 時 平成１８年１月１８日（水）
〜２３日（月）
１０：００〜２０：００
（最終日は１６：００まで）
会 場 イシバシプラザ４階ホール
（沼津市高島本町１‐５）
入場料 無料
問合せ 県教育委員会文化課
電話０５４‐２２１‐３１５９

教育講演会and教育相談会
東部地区盲・聾・養護学校特別支
援教育ネットワークでは、地域の皆
さんを対象に教育講演会と教育相談
会を行います。

時 平成１８年１月１５日（日）
９：００〜１４：００（受付８：００〜） 【講演会】
会 場 アクシスかつらぎ
日 時 平成１８年１月２７日（金）
ふれあい広場
１０：００〜１２：００
出店の申込み
会 場 沼津市立図書館４階
住所・氏名・電話番号・希望ブー
視聴覚ホール
ス（１ブース５００円：１人２ブー
テーマ 将来を豊かに生活するため
スまで）・売る商品を記入し電話
の就学を考える
かＦＡＸで下記へ申し込み
講 師 心身障害者小規模授産所
「プラザティンクル」芦澤
問合せ・申込み 伊豆の国観光協会
電話０５５‐９４８‐０３０４
晴巳所長、「ジョブネット
ＦＡＸ０５５‐９４８‐５１５１
原」植松弘義所長

【相談会】
日 時 平成１８年１月２４日（火）〜
２７日（金）１３：００〜１６：００
会 場 東部地域交流プラザ
パレット３階
申込み 教育相談のみ事前に電話ま
たはＦＡＸで申し込み
問合せ 県立沼津養護学校地域支援
課 小黒
電話０５５‐９６６‐０９８０
ＦＡＸ０５５‐９６７‐５７０４

東部養護学校PTAバザー
日

時

平成１８年１月２７日（金）
１０：３０〜１１：４５
会 場 東部養護学校体育館
※スリッパと買い物袋をご用意くだ
さい。
問合せ 県立東部養護学校
電話０５５‐９４９‐２３０９

開催します。どなたでも参加できま
す。お気軽にご参加ください。
日 時 平成１８年２月４日（土）
１０：００〜１２：００
新予防給付と介護保険
１３：００〜１５：００
講義と実技「口腔機能の
向上について」
１５：００〜１６：００
介護懇談会
会 場 ぬくもりの里
持ち物 筆記用具
参加料 ５００円（資料代など）
申込み 平成１８年１月２５日（水）
までに電話で申し込み
問合せ ぬくもりの里在宅介護支援
センター
電話０５５８‐７６‐６７００

放送大学 学生募集
放送大学では、平成１８年度第１
学期学生を募集しています。
●科目履修生（半年間在学）
●選科履修生（１年間在学）
資格 ともに満１５歳以上ならど
なたでも入学可

家族介護者教室
新・介護保険制度について教室を

（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）
１月の行事
４日（水）まで休園
１１日（水）１０：００〜
おかあさんとあそぼう
※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。

●全科履修生（４年以上在学）
資格 満１８歳以上・高卒等の大
学入学資格を持っている人

※大学院修士選科生・修士科目生も
募集中
募集期間 平成１８年２月２８日（火）
まで（入学試験なし）
問合せ 静岡学習センター
電話０５５‐９８９‐１２５３
資料請求ダイヤル
０１２０‐８６４‐６００
http://www.u-air.ac.jp

福祉講演会
重度の脳性マヒの障害があり、現
在シナリオライターとして活躍中の
中村さんに、まちでの人との出会い
を通して感じた「心」についてお話
していただきます。
日 時 平成１８年２月２５日（土）
１３：３０〜１５：００
会 場 ベルフォーレ（長泉町）
講 師 中村勝雄さん
参加料 無料
定 員 ８０人
申込み 平成１８年２月１０日（金）
までに電話で申し込み
※バリアフリー対応についてはお早
めにご連絡ください。
問合せ リベルテ
電話０５５‐９７８‐４１８７
ＦＡＸ０５５‐９７８‐０８１２

（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
１月の行事
３日（火）まで休園
５日（木）お正月遊び
１１日（水）交通安全教室
１３日（金）リズム遊び
１７日（火）絵本の読み聞かせ
２０日（金）誕生会
２７日（金）製作
３１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。

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。
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