お・知・ら・せ

お・知・ら・せ
春休みバレーボール教室

ピンクのドラゴン
劇団プークの人形劇「ピンクのド
ラゴン」を開催します。少女ハッチ
と小さなピンクのドラゴンがくりひ
ろげる子どもしか見られない夢の世
界の物語。親子でお越しください。
日 時 ３月１８日（土）
１回目 開演１０：００
２回目 開演１３：３０
（上演時間１時間２０分）
会 場 韮山時代劇場
大ホール（全席指定）
チケット 一律５００円
※チケット好評発売中！
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。一つひとつ心を込め
て丁寧に作り上げたまゆ玉飾りで
す。華やいだ雰囲気を満喫してくだ
さい。
日 時 ３月２６日（日）まで開催
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

伊豆の国Ｆｌｅａマーケット
日

時 ３月１９日（日）
９：００〜１４：００（受付８：００〜）

会 場 アクシスかつらぎふれあい広場
出店の申込み
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）・売る商品を記入し電話
かＦＡＸで下記へ申し込み
問合せ・申込み 伊豆の国観光協会
電話０５５‐９４８‐０３０４
ＦＡＸ０５５‐９４８‐５１５１
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バレーボールを始めてみたい！も
っとバレーボールが上手くなりた
い！そんな子どもたちのために、春
休みバレーボール教室を開催しま
冒険たけのこ山協力者
１月に鍋沢ふれあい公園の冒険広
す。ぜひご参加ください。
日 時 ３月６日（月）、１３日（月）、 場がオープンしました。この冒険広
場で現在、毎月１〜２回（第１また
１９日（日）、２７日（月）
は第３日曜日）、「自分の責任で自由
時間はいずれも１９：００〜２１：００
に」をモットーに、冒険遊び場活動
会 場 長岡体育館
対 象 小・中学生（保護者含む） 「冒険たけのこ山」を行っています。
この活動に協力いただける人を探し
参加料 無料
ています。老若男女問いません。興
内 容 基礎練習から試合形式の応
味のある人は、ご連絡ください。
用練習まで、レベル別に指
導します。
問合せ 大仁子どもの遊びを考える会
※事前申し込みは不要です。参加希
電話０５５８‐７６‐１５２０（山田）
望者は、運動のできる服装で直接
電話０５５８‐７６‐５３４５（佐藤）
会場にお越しください。
問合せ 伊豆の国市バレーボール連
県立沼津工業高校定時制
盟事務局 長谷川
県立沼津工業高校定時制の課程
電話０５５‐９４８‐３７９８
専修コースでは、下記のとおり生
http://izunokunisi-volley.web.
徒を募集します。この制度は、地
infoseek.co.jp/
域の産業界で働く電気関係や建築
関係の中堅技術者に対する再教育
や関連する資格取得を目的とする
警察官採用セミナー
三島警察署では、平成１８年度採
ものです。
用試験受験希望者を対象とした「青
資 格 高等学校を卒業した人（平
年警察官の実体験に基づいた警察官
成１８年３月卒業見込みの
採用セミナー」を開催します。事前
人も可）
予約は必要ありませんので、直接会
募集学科 機械・電気科の電気コー
場にお越しください。
スと建築科
募集人数 各科１５人
日 時 ３月２６日（日）
１回目１０：００〜１２：００
【学力検査】
２回目１３：００〜１５：００
日時 ３月２２日（水）
（受付けは３０分前から）
８：３０〜１２：００
会 場 三島警察署３階講堂
会場 県立沼津工業高校
※静岡、浜松会場でも開催します。
試験 小論文と面接
日程等はお問い合わせください。
願書受付
３月１０日（金）〜１７日（金）の
内 容 平成１８年度警察官採用試
験の説明、受験申込書配
土・日を除く１４：００〜１９：００の
布／青年警察官による実体
間に同校へ本人が願書を提出
験に基づいた説明／参加者
※３月１０日・１４日は１７：００まで
からのＱ＆Ａ
※願書等は下記へ請求
※駐車場はありませんので、公共交
問合せ 県立沼津工業高等学校
通機関をご利用ください。
電話０５５‐９３１‐０３４３
問合せ 大仁警察署警務課
電話０５５８‐７６‐０１１０
県立静岡中央高校通信制
http://www.wbs.ne.jp/cmt/kenkei
県立静岡中央高校通信制課程で

は、下記のとおり、平成１８年度新
入生を募集します。
資 格 中学校卒業または、これに
準じる人（高等学校中退者、
本校への転学希望者も可）
０００人
募集人数 １，
（金）
〜３１日
（金）
募集期間 ３月１７日
※志願者の別により受付日が異なる
ので、募集要項をご覧ください
願書請求

入学願書・募集要項は、下
記事務所へ直接または、返
信 用 封 筒（ 角 １ 封 筒 に 住
所・氏名を明記し、２４０
円切手を貼付）を同封し、
郵便で請求
問合せ 県立静岡中央高等学校
〒４２０‐８５０２
静岡市葵区城北２‐２９‐１
電話０５４‐２０９‐２４３１

道路ふれあい月間推進標語
道路は、生活の向上と経済の発展
に欠くことのできない国民共有の、
つまりあなたの財産です。そこで、
国民の皆さんに、道路の役割をより
一層理解してもらい、道路を常に広
く、美しく、安全に維持し、あなた
の子孫に受け継いでいくことを目的

（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）
３月の行事
１日（水）１０：００〜
おひなさまを作ろう
※要事前申込み
●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。

として、道路ふれあい月間推進標語
を募集します。ふるってご応募くだ
さい。
応募部門
学生の部（小・中・高校生）
一般の部（上記以外）
募集方法
はがきに、標語１点と氏名・住
所・電話番号・性別・年齢・職業
を記入し郵送してください。はが
き１通につき１点。
締切り ３月３１日（金）まで
※当日必着のこと
審査員（予定）
浅井愼平（写真家）
残間里江子（プロデューサー）
陣内貴美子（元オリンピックバド
ミントン選手）
山田美保子（放送作家、コラムニ
スト）
発 表 入賞者には直接通知すると
ともに、機関誌等に掲載
※入賞作品はポスター・チラシ等で
活用
最優秀賞１点、優秀賞４点
賞
（各部門から２点ずつ）、優良
賞４点（各部門から２点ずつ）
表 彰 賞状、盾と副賞

あて先 〒１０７‐００５２
東京都港区赤坂１‐６‐１９ＫＹ溜池
ビル３階 道路広報センター
平成１８年度「道路ふれあい月間」
推進標語募集係
※インターネットによる応募も可
https://ssl.jolls.co.jp/hyougo/index.html
問合せ 国土交通省道路局道路交通
管理課
電話０３‐５２５３‐８１１１

望星高等学校春学期生
２００６年度春学期生を募集しま
す。単位制による通信制課程の学
校で、働きながら学べます。
募集期間 ４月１４日（金）まで
学習方法 衛 星 ラ ジ オ を 聞 き 、 月
２回、日曜日に登校し、
学習レポートを提出
※詳しくは、下記へお問い合わせ
ください。
問合せ 望星高等学校
電話０５４‐２６１‐２９５０
http://www.bosei.tokai.ed.jp/

（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
３月の行事
３日（金）ひな祭り
８日（水）栄養についての子育て講演会
１０日（金）製作（思い出のアルバム作り）
１４日（火）絵本の読み聞かせ
１７日（金）避難訓練
２０日（月）誕生会
２３日（木）狩野川公園で遊ぼう（公園集合）
２８日（火）お別れ会
３１日（金）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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