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お・知・ら・せ お・知・ら・せ

伊豆の国Ｆｌｅａマーケット
日　時 ４月９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

ふれあい看護体験
患者さんとのふれあいを通して看

護することや人の命について理解と
関心を深めることを目的に、ふれあ
い看護体験を行います。
実施施設

●順天堂大学医学部附属静岡病院
５月１２日（金）９：３０～１４：３０
定員１０人（６０歳まで）
あて先　〒４１０‐２２９５
伊豆の国市長岡１１２９

●伊豆保健医療センター
５月８日（月）～１２日（金）
９：３０～１５：００　１日定員５人
あて先　〒４１０‐２３１５
伊豆の国市田京２７０‐１

申込み

４月３０日（日）までに、往復ハガ
キ往信面に①参加希望施設名と希
望日②希望理由③住所④氏名（フ
リガナ）⑤年齢⑥性別⑦電話番号
⑧洋服のサイズを、復信面に①住
所②氏名を明記し、希望施設のふ
れあい看護体験係あてに申し込み

（当日消印有効）。
問合せ 静岡県ナースセンター

電話０５４‐２０２‐１７６１
http://www.shizuoka-na.jp/center.htm

ぬくもりの里福祉祭り
演芸等、楽しいイベントを予定し

ていますので、皆さんのご来場をお
待ちしています。また、例年どおり
バザーを行いますので、用品提供に
ご協力をお願いします。連絡をいた
だければ受け取りに伺います。
日　時 ４月２２日（土）

１０：００～１３：００
会　場 ぬくもりの里
問合せ ぬくもりの里　

電話０５５８‐７６‐６７００

狩野川さくらまつり
桜のライトアップを行います。家

族や友達を誘って、夜桜をお楽しみ
ください。
日　時 ４月９日（日）まで

◎狩野川さくら公園
１８：３０～２１：３０

◎龍源院
１９：００～２１：３０

※開花時期により日程の変動あり。
問合せ 伊豆の国観光協会

電話０５５‐９４８‐０３０４

２００６大仁瑞泉郷花まつり
大自然の中、農場内に咲きほこる

花々に囲まれて、憩いのひとときを
お楽しみください。
日　時 ４月２９日（土）～５月７

日（日）１０：００～１５：００
会　場 大仁瑞泉郷（浮橋１６０６‐２）
問合せ ＭＯＡ自然農法文化事業団

電話０５５８‐７９‐１１１３

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。

（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

月～金　９：００～１７：００
（園庭開放は９：００～１２：００）

４月の行事
●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。
子どもと一緒にお越しください。

●相談専用電話では、子育ての悩み
を持つ皆さんの相談に、園長また
は専門の保育士が応じています。
ひとりで悩まないで、ぜひご利用
ください。
相談専用電話０５５８‐７６‐２６５６

（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

４月の行事
５日（水）リズム遊び
７日（金）製作（手形を押そう）

１１日（火）絵本の読み聞かせ
１４日（金）製作（こいのぼり）
１８日（火）誕生会
２１日（金）避難訓練
２５日（火）子育て講演会

「子育てについて」
２８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。

韮山古文書会 会員
伊豆は歴史の宝庫です。歴史を知

るには古い記録を読むことが必須で
す。初心者でも気軽に入会できます。
みんなで一緒に古文書を読み、歴史
の勉強をしましょう。
日　時 毎月第２・４水曜日

１９：３０～２１：００
夏期、年末年始は休み

会　場 韮山農村環境改善センター
講　師 文学博士　仲田正之氏（県

立伊豆中央高校教諭）
会　費 ６カ月６，０００円前後
申込み・問合せ 塩川和子　

電話０５５‐９４９‐１５１６

前期やんちゃっ子クラブ
親子遊びを通してお母さん達の交

流の場を提供します。保育士や地域
のボランティアによるリズム体操や
読み聞かせ、季節行事等を親子で楽
しみましょう。子育てについて話し
合いたい人は、ぜひご参加ください。
日　時 ４月２５日、５月９日・２３日

６月６日・２０日
７月４日・１８日
８月２９日、９月１２日・２６日
いずれも火曜日（全１０回）
９：３０～１１：３０

会　場 江間防災センター
対　象 子育て中の親子３０組

幼児教育学級生
幼稚園以下の子どもを持つ親子を

対象とした学級です。親子でできる
遊びや体操、おやつづくり、ハイキ
ング等いろいろな活動を行います。
活動は韮山、長岡、大仁の地区ごと
に分かれて行います。
日　程 月２回程度　
会　場 韮山農村環境改善センター

（韮山地区）／大仁児童館
（伊豆長岡・大仁地区）等

会　費 年１，０００円
申込み ４月１１日（火）～２０日（木）

の間に、下記へ電話で申し
込み（月曜日は除く）。

問合せ 大仁児童館
電話０５５８‐７６‐１３４６

日帰り市民ハイキング
自然の豊かさ美しさを肌で感じ、

身体と精神をリフレッシュさせませ
んか。
日　程 ５月１４日（日）
バス乗車位置

伊豆長岡庁舎駐車場７：４５集合
韮山庁舎駐車場　　７：４５集合
中央図書館駐車場　８：００集合　

行　程 市内（バス）～恋人岬～黄
金崎（バス）～市内

※悪天候の場合は中止または、行程
変更あり。
対　象 伊豆の国市民
定　員 ６０人

（申し込み多数の場合は、抽
選：結果は後日通知）

参加料 無料
申込み はがき、または社会教育課

（韮山庁舎）にある専用申
込用紙で４月２４日（月）
までに申し込み（必着）。

グリーンフェスタ伊豆の国
花と緑のイベントです。ご家族、

お友達とお出かけください。
日　時 ４月３０日（日）

９：００～１５：００
会　場 韮山時代劇場
内　容 花壇作りコンテスト、フラ

ワーデザイン教室、オリジ
ナルプランター製作体験、
お楽しみ抽選会、人形劇、
フォトギャラリー、園芸用
堆肥・花の種子や苗の配
布、出店　等

●花壇作りコンテスト参加者募集

会場内の店舗にて予算内で花や植
木を調達し、特設花壇（９０×９０センチ）
で花壇作り。参加無料。
定　数 先着１６チーム（１チーム

２～５人程度）
※自作の飾りを使用しても可。花壇

は１週間程展示し、飾り付けた花
や植木は終了後、参加者に配布。
●フォトギャラリー用の写真募集

市内で撮影した花や緑に関する写
真を募集。
規　定 写真サイズは自由。撮影地

点・時期、氏名・住所・連絡
先を明記。審査なし、応募
者には記念品プレゼント。

応　募 ４月２１日（金）までに展示
可能な形で下記へ持参また
は郵送（〒４１０‐２１９２　伊
豆の国市四日町２４３）。

問合せ 市役所環境政策課　
電話０５５‐９４９‐６８０４

（はがきには、「日帰り市民
ハイキング申込み」と明記
し、代表者氏名と参加者の
住所・バス乗車位置・氏名

（ふりがな）・性別・年
齢・電話番号を記入。はが
き１枚につき、４人まで申
し込み可。

※電話での受け付けはしません。
問合せ・あて先 市役所社会教育課　

〒４１０‐２１９２
伊豆の国市四日町２４３
電話０５５‐９４９‐６８０９

※応募多数の場合は抽選
申込み ４月１０日（月）～１７日（月）

１２：００までに下記へ電話
で申し込み。

問合せ 市役所福祉課
電話０５５８‐７６‐８００８

アコースティックコンサートｉｎ伊豆の国
かぐや姫メンバーの伊勢正三、

「木綿のハンカチーフ」をはじめ
数々のヒット曲をリリースし続ける
太田裕美、元ＧＡＲＯボーカルの大
野真澄の３人が出演する代表曲満載
のステージをお楽しみください。
日　時 ６月４日（日）

開場１８：００　開演１８：３０
会　場 アクシスかつらぎ

大ホール（全席指定）
チケット Ｓ席４，０００円

Ａ席３，５００円
※未就学児は入場できません。
※４月７日（金）からチケット販売

開始！
問合せ アクシスかつらぎ

電話０５５‐９４８‐０２２５


