お・知・ら・せ

information

野焼きによる苦情が多くよせられています。
野焼きについては、一部の特例で認められてい
る場合を除き、原則禁止されています。ごみは
指定収集日にステーションに出すか、清掃セン
ターに直接搬入をお願いします。
問合せ

環境政策課

電話０５５‐９４９‐６８０４

Ｋ
‐ＭⅠＸ共催事業

沖縄アコースティックライブ

あなたのステージVol.35

よはな徹さんらによる沖縄音楽の
コンサート。南国の美しい調べと踊
りをご堪能ください。
●日 時 ３月１１日（土）
開場１７：００ 開演１７：３０（予定）
●会 場 韮山時代劇場
セイスン ハ ブ ネ
●出 演 静駿波舞音エイサー団
よはな徹（唄・三線）
内里美香（唄・三線・鳴り物）
●入場料 無料（ペアで２００組）
●申込み期間 ２月１日（水）〜２月
２８日
（火）※応募多数の場合は抽選
●申込み・問合せ Ｋ‐ＭⅠＸ専用ホ
ームページ（Ｋ‐ＭⅠＸ Ｗｅｂ Ｓｉｔｅ）
より直接または、韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

今回は「柴田みゆき 染色作品展」
を開催します。手染めの着物やタペ
ストリー、冬を彩る様々な染め布と、
心尽くしのお茶でおもてなししま
す。寒い冬の一日…ちょっぴり温ま
っていきませんか！
●日 時 １月２０日（金）１３：００
〜１９：００
１月２１日（土）・２２日（日）１１：００
〜１７：００
●会 場 韮山時代劇場２階和室
●入場料 無 料
●その他 韮山時代劇場では、「あ
なたのステージ」出演者を募集して
吉田兄弟コンサート
います。時代劇場（大ホールを除く）
吉田兄弟の津軽三味線コンサート
でコンサート・発表会・作品展など 「三味線だけの世界」を開催します。
日ごろの成果を発表してみません
日本の心をご堪能ください。
か。詳しくは韮山時代劇場までお問
●日 時 ４月２０日（木）
い合わせください。
開場１８：００ 開演１８：３０
●問合せ 韮山時代劇場
●会 場 アクシスかつらぎ
電話０５５‐９４９‐８６００
●出 演 吉田良一郎、吉田健一
●チケット 全席指定
Ｓ席５，
０００円、Ａ席４，
５００円
アクシスの夕べPart.19
今回は、「菅野邦彦ホカス・ポカス
●販売開始 １月２７日（金）から
トリオ」によるジャズ編。日本を代
●問合せ アクシスかつらぎ
表するジャズピアニスト・菅野邦彦
電話０５５‐９４８‐０２２５
さんと、ギターの小泉清人さん、コ
ンガの小川庸一さんによる豪華なジ
ャズセッションをご堪能ください。
梅お散歩ラリー
おおひと笑店会・大仁区夢づくり
●日 時 １月２１日（土）
開場１８：３０、開演１９：００
会議では、梅まつりの開催に合わせ
て梅お散歩ラリーを開催します。
●会 場 アクシスかつらぎ
●入場料 無 料
●日 時 ２月１８日（土）
（受付時間１０：００〜１０：３０）
●問合せ アクシスかつらぎ
電話０５５‐９４８‐０２２５
●集合場所 ひまわり保育園大仁分
園（旧大仁幼稚園）
●参加料 一人５００円 ※参加者
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
全員に、黄金梅まんじゅうと参加賞
があります。上位者は賞品あり。
とフジＴＶアナウンサー軽部真一が共同
プロデュ−ス。ゲストは、ヒット曲
「会いたい」の沢田知可子です。

●日 時 ３月１２日（日）
開場１４：３０、開演１５：００
●会 場 アクシスかつらぎ
●チケット（全席指定）好評発売中
Ｓ席３，
５００円 Ａ席２，
５００円
※伊豆長岡、韮山、大仁各庁舎では
１月１６日（月）からの発売
※未就学のお子さんの入場はできま
せん。

●問合せ

アクシスかつらぎ
電話０５５‐９４８‐０２２５

●申込み・問合せ
大仁観光案内センター
電話０５５８‐７６‐１６３０
大仁町商工会
電話０５５８‐７６‐３０６０

しずおかハッピーワードキャンペーン

県道路公社の土地売却

県大型観光キャンペーン推進協議
会では、静岡県の歴史・文化とのふ
れあいをテーマに「しずおかハッピ
ーワードキャンペーン」を実施中。
県内に設置された８２のポイント
で４文字のキーワードを見つけ、ス
タンプを押してご応募ください。抽
選で素敵な賞品が当たります。県内
のホテルや旅館などに宿泊すればさ
らにビックチャンスもあります。各
市町窓口に応募用紙のついたパンフ
レットを用意しています。また、応
募方法はホームページでもご覧いた
だけます。
●期 限 平成１８年１２月３１日（日）

伊豆の国市内にある、下記の県
道路公社所有地を売却します。
●売却地 田京字福間沢８０番１、
８０番３、８０番４
３０６．
８２㎡
●地 積 １，
●地目等 宅地（第１種住居地域）

●資料請求・問合せ
しずおかハッピーワードキャンペーン
事務局 電話０５４‐２８４‐７０１４
ホームページhttp://kankou.pref.shizuoka.
jp/

●建ぺい率・容積率
指定建ぺい率 ６０％
指定容積率 ２００％
●売却方法 一般競争入札（事前に
入札参加申込みが必要）
●入札日・会場 １月３１日（火）
静岡県道路公社会議室にて（入札者
立会のもと開札）
●要領配布・申込み受付期間
１月２６日（木）まで
●申込み・問合せ
〒４２０‐０８５３静岡市葵区追手町９‐
１８ 静岡県道路公社業務部管理課
電話０５４‐２５４‐３４２５

県立沼津盲学校 入学者募集
静岡県立沼津盲学校では、保健
理療科の入学者を募集します。保
健理療科（３年課程）は、卒業する
とあんま・マッサージ・指圧師の国
家試験受験資格が得られます。
●入学資格 中学校卒業またはこれ
と同等の学力があると認められる
視覚に障害を持つ人
●願書請求 １月１６日（月）〜２月
９日（木）※請求前に教育相談を受
けてください。
●願書提出 ２月２０日（月）〜２月
２４日（金）
●検査日時 ３月６日（月）
●検査会場 静岡県立沼津盲学校
●その他 入学時の費用（入学金、
授業料）は不要です。
●問合せ 静岡県立沼津盲学校
電話０５５‐９２１‐２０９９

県立テクノカレッジ 入校生
県立沼津技術専門校・通称「テク
ノカレッジ」
の入校生を募集します。
就職率１００％のテクノカレッジで、
就職の強い味方「技術・技能」を身
につけよう。
●資 格 ３月末現在、おおむね
３０歳以下で、技術・技能を身に付
けて就職する意欲のある人
●募集科 機械技術科、情報技術
科、電子技術科（いずれも２年制）
●募集人員 各２０人
●試 験 ２月２２日（水）県立沼津
技術専門校
試験科目：数学と面接
●出願期間
２月１日（水）〜１６日（木）
●問合せ 県立沼津技術専門校
電話０５５‐９６６‐２０１１

〈3〉

歴史ガイド養成講座受講生
かつて源頼朝の時代に一つだっ
た伊豆の国は、昨年４月の「伊豆
の国市」誕生で再び名実ともに一
つとなりました。そこで、歴史ガ
イドの会では、更なる資質の向上
とガイドエリアの拡大を図るため、
歴史ガイド養成講座を開催し、会
員を募集します。地域の歴史、文
化財に興味のある人、一緒にガイ
ド活動しませんか。
●日 時 第１回・２月４日（土）
「伊豆の国の歴史と風土」
第２回・２月１１日（土）
「源頼朝とその時代」
第３回・３月４日（土）
「北条氏とその時代」
第４回・３月１８日（土）
「北条早雲とその時代」
第５回・４月８日（土）
「江川坦庵とその時代」
第６回・４月２２日（土）
「歴史一般、ガイドの心得」
時間はいずれも９：００〜１１：００
●会 場 あやめ会館２階研修室
●受講料 無 料
●申込み・問合せ
韮山支所地域振興課
電話０５５‐９４９‐６８０２

