お・知・ら・せ

温泉まんじゅう祭
伊豆長岡温泉の特産品である温泉
まんじゅうを活用したお祭りです。
お誘いあわせてお越しください。
日 時 ２月２５日（土）
１０：００〜１４：００
会 場 アクシスかつらぎ
内 容 温泉まんじゅうづくり体験
（１００円）、まゆ玉づくり
体験（１００円）、式典、ア
トラクション「原一平、田
原しげるショー」、３個入
１００ 円 ま ん じ ゅ う 販 売 、
各種出店（富士宮焼きそば、
商工会出店 等）
※市内１０店舗の温泉まんじゅうが
味わえる「温泉まんじゅう詰合せ」
１，
０００箱を販売。一人１箱限り。
１０：００〜整理券配布、１２：００〜
販売。
問合せ 観光商工課
電話０５５‐９４８‐１４８０

アンダルシア〜情熱の瞬間〜
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 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
※チケット好評発売中！
※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

春うららアコースティックライブ
Ｋ‐ＭⅠＸ共催、沖縄アコースティ
ックライブを開催します。よなは徹
さんらによる沖縄音楽のコンサート
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です。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
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
よなは徹（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 ２月１日（水）〜２月２８日
（火）までにＫ‐ＭⅠＸ専用ホ
ームページ（Ｋ‐ＭⅠＸ Ｗｅｂ
Ｓｉｔｅ）へ直接または、下
記へ電話で申し込み
※応募多数の場合は抽選
問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

まゆ玉飾り展示
着物がまゆ玉をかたどった縁起物
や鵺、今年の干支である犬に生まれ
変わりました。ひとつひとつ心を込
めて丁寧に作り上げたまゆ玉飾りで
す。新春の華やいだ雰囲気を満喫し
てください。
日 時 ２月１日（水）〜３月２６日
（日）１０：００〜１６：００
会 場 伊豆長岡温泉旅館会館（市
役所伊豆長岡庁舎前）
入場料 無料
問合せ 伊豆の国観光協会
電話０５５‐９４８‐０３０４

保健講座
市民を対象とした保健講座を開催
します。皆さん、お気軽にお出かけ
ください。
日時・内容
２月２４日（金）９：３０〜１２：１０
●開校式●訪問ナースのお仕事●
作業療法ってどんなことやるの？
３月１日（水）９：４０〜１２：１０
●ひる寝肯定論●健康達人になる
食生活
３月１３日（月）９：４０〜１２：１０
●逃げない・隠さない・ごまかさ
ない●自然療法をとり入れる・統
合医療のすすめ
３月１８日（土）９：４０〜１１：３０
●パワーリハビリテーション
会 場 ＪＡ静岡厚生連中伊豆温泉病
院健康管理センター研修室
受講料 無料
定 員 各回４０人（定員になり次
第締め切り）
持ち物 筆記用具（３月１８日は運
動のできる服装）
申込み・問合せ
ＪＡ静岡厚生連中伊豆温泉病院健
康管理課 電話０５５８‐８３‐３３３３
（１０：００〜１６：００）
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「韮山ワンダーフォーゲル写真展」
を行います。誰でも手軽に登れる山
からアルプスの山々まで、これまで
の歩みを写真でご覧いただけます。
高山植物やアルプスの山々の風景写
真等を展示しますので、お気軽にお
立ち寄りください。
日 時 ２月１１日（土）
１０：００〜１９：００
２月１２日（日）
１０：００〜１６：００
会 場 韮山時代劇場映像ホール
入場料 無料
問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

石割郁子先生の講演会
充実した高齢期を迎えるための心
構えはできていますか？高齢期を生
きがいをもって過ごすための講演会
を開催します。興味のある人はどな
たでも参加できます。
日 時 ２月２４日（金）
１３：３０〜１５：３０
会 場 韮山福祉保健センター
講 師 Ｅ＆Ｅプロモーション（株）
社長 石割郁子さん
「生き生き人生 生きがいを
もって過ごすために」

参加料
定 員
申込み
問合せ

無料
７０人
２月１７日（金）までに下記
へ電話で申し込み
伊豆の国市韮山在宅介護支
援センター
電話０５５‐９４９‐９２１５

コミュニティ･フォーラム２００６
「地域へ飛び出せシニア世代」と
題し、シニアがもっと地域活動に参
加するために、どのようなきっかけ
や活動があるかを考えます。
日 時 ２月２４日（金）
１０：３０〜１５：３０
会 場 グランシップ１１階会議ホ
ール風（静岡市）
内 容 基調講演「人生いつもあり
がとう」古川精一さん
パネルディスカッション
参加料 無料
定 員 ３５０人（先着順）
申込み 土･日･祝日を除く９：００〜
１７：００の間に下記へ電話、
またはＥメールで申し込み
問合せ 県コミュニティづくり推進
協議会
電話０５４‐２５１‐３５８５
sizucom0829@po.across.or.jp

（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）
２月の行事
１日（水）１０：００〜 鬼のお面を
作って豆まきをしよう
※要事前申込み
ね は ん え
１５日（水）９：４５〜 涅槃会（お釈
迦様の命日）
１８日（土）９：３０〜 音楽発表会
（大仁市民会館）
●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。

市有林間伐・枝打ちボランティア
今年は静岡県森林づくり元年で
す。「韮山緑と水を守る会」では、
市有林の間伐作業をボランティアで
行っています。自然の中で過ごす一
日は格別です。皆さん、ふるってご
参加ください。
日 時 ２月２６日（日）８：３０〜
集合場所 伊豆の国市役所韮山庁舎
持ち物 弁当、飲み物、作業のでき
る服装、なた、鎌、のこぎ
りなど（道具貸し出しあり）
申込み ２月１９日（日）までに下記
へ電話で申し込み
※作業中の事故などに対し傷害保険
に加入します。
問合せ 韮山緑と水を守る会 渡辺
電話０５５‐９４９‐６４７４

こころの健康相談
精神科医師による個別相談を行い
ます。ひとり３０分程度です。お気

軽にどうぞ。
日 時 ２月２３日（木）１３：３０〜
会 場 大仁保健センター
費 用 無料
申込み 下記へ電話で申し込み
問合せ 県東部健康福祉センター障
害福祉課
電話０５５‐９２０‐２０８１

自動車保険請求無料相談
自動車保険請求相談センターで
は、自動車損害賠償責任保険や任意
自動車保険の請求について、無料で
相談をお受けします。
日 時 月曜日〜金曜日、９：００〜
１２：００、１３：００〜１７：００
会 場 静岡自動車保険請求相談セ
ンター（静岡市）
※電話での相談も可
【弁護士相談】
日 時 ２月２日・９日・１６日・
２３日、３月２日・９日・
１６日・２３日・３０日
いずれも木曜日
１３：００〜１６：００
※予約制。相談無料。
問合せ 静岡自動車保険請求相談セ
ンター
電話０５４‐２５２‐３３３４

（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
２月の行事
３日（金）節分
７日（火）防犯訓練
１０日（金）誕生会
１５日（水）製作（ひな人形）
１７日（金）梅林散策（大仁梅林）
２１日（火）絵本の読み聞かせ
２４日（金）避難作戦
２８日（火）クリーン訓練
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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