お・知・ら・せ

お・知・ら・せ

大仁さつき祭り

生きがいをあなたに

とき／５月２０日（土）〜２３日（火）
８：３０〜１７：００ ところ／大仁市民
会館 内容／大仁さつき愛好会員の
育てたさつきの展示と、苗木の販売
問合せ／相原節郎 電話０５５８‐７６‐
１８３２

NPO・ボランティア合同参観日

伊豆長岡温泉
ほたる鑑賞の夕べ
夏は夜
月のころはさらなり
やみもなほ蛍飛びちがひたる
清少納言
（枕草紙からの一節）
平安の昔から、ホタルは日本人
の夏夜の風物詩でした。八百年余
のときを経て、いま伊豆の国に平
安のロマンが蘇ります。
夏の宵、平安みやびを偲ぶホタ
ルの宴に誘われてみませんか。
とき ／６月１７日（土）、１８日
（日）１９：００〜２１：００ ところ／古
奈・姫の湯荘庭園（無料駐車場有）
問合せ ／伊豆の国市ほたるを飛ば
す会 電話０５５‐９４８‐６８６０

反射炉ホタルまつり
とき／６月３日（土）
フリーマーケット１４：００〜１８：００、
野点１５：００〜１８：００、
コンサート１８：００〜２０：００、
ホタル観賞２０：００〜
ところ／韮山反射炉特設会場
問合せ／なまずの会 電話０５５‐９
４９‐０４５０

新たな生きがいを求めるあなた
に、現在市民活動をしているＮＰＯ
やボランティアの計４０団体をパネ
ル紹介します。また各団体メンバー
と直接話ができる「合同参観日」を
開催します（参加無料）。
とき／パネル展示：５月２３日（火）
〜２８日（日）１０：００〜１７：００、合
同参観日：５月２７日（土）１０：００
〜１６：００ 会場 ／東部パレット１
階 ギャラリーぷらざ 問合せ ／
特定非営利活動法人 県東部パレッ
ト市民活動ネットワーク 電話０５
５‐９５１‐８５００

沼津養護学校
「学校公開」

国民健康保険保健事業
人間ドックのお知らせ
平成１８年度も人間ドックの募集
を行います。 対象／継続して１年以
上国民健康保険に加入しているこ
と、４月１日現在で満３０歳以上で
あること、保険税（料）を完納して
いること、当該年度において、未助
成者であること、上記すべての条件
を満たす市民であること
検査機関／長岡リハビリテーション
病院、伊豆保健医療センター、東部
メディカルセンター、熱海病院、中
伊豆温泉病院 その他／自己負担額
１０，
０００円（受診費用の約３割）
申込み／韮山・大仁支所市民サービ
ス課と伊豆長岡庁舎国保年金課の窓
口まで、国民健康保険証を持ってお
申し込みください。 問合せ／国保
年金課
電話０５５‐９４８‐２９０５

学校を見に来ませんか？興味をお
持ちの人ならどなたでも歓迎しま
す。障害を持っている子どもたちの
一生懸命な姿をぜひご覧ください。
とき／５月３１日（水）９：３０〜１２：
００（受付９：３０〜１０：００） 会場／
県立沼津養護学校（沼津市大塚８２
３‐１） 問合せ／県立沼津養護学校
地域支援課 電話０５５‐９６６‐０９８０

ウィルス性肝炎の最新治療
肝炎が進んでいくのを抑えるため
には、定期的な検査、継続的な治療
と正しい知識が必要です。肝臓病を
進展させないためにも、ぜひご参加
ください（入場無料）。
とき ／５月１２日（金） １８：３０〜
２０：００ 会場／三島市中郷文化プ
ラザ 演題／「慢性肝炎」から「肝
硬変・肝がん」の最新治療について
講師／後藤信昭氏（沼津市立病院副
院長兼消化器科部長） 問合せ／伊
豆肝友会（高橋） 電話０５５‐９７４‐
２５２９

（日）９：００〜１６：００（受付８：３０）
バウンドテニスで仲間づくりや健
会場／韮山体育館卓球場 対象／伊
康づくりをしましょう。楽しいスポ
豆の国市・伊豆市民の小学生以上
ーツですので多くの皆さんの参加を （男女・初心者・経験者問わず）
お待ちしています。 とき ／５月
内容／基本技術の習得、フリー練習、
１４日（日）
・２１日（日）・２８日（日）
、 レベルに合わせたミニゲーム等 講
６月４日（日）・１１日（日）１９：００
師／伊豆の国市卓球連盟会員 参加
〜２１：００（２時間×５回） 会場／
料／１人３００円
（保険料と消耗品代）
大仁体育館 対象／小学生以上（男
※当日、徴収します。 持ち物／運
女・初心者・経験者問わず）
動ができる服装、体育館シューズ、
内容／バウンドテニスの基本と応用
お弁当、ラケット（多少の予備あり）
講師／日本バウンドテニス協会公認
申込み／伊豆の国市・伊豆市の社会
上級指導員 参加料 ／１人１，
５００
教育課窓口に用意してある申込書に
円（保険料と消耗品代）※初回の教
て下記まで申し込みしてください。
室時に徴収します。 その他／用具
申込み締切／５月２１日（日）１８：０
は主催者で用意します。
０まで 申込み・問合せ／石井栄司
申込み締切／５月１０日（水）まで
電話０５５８‐７６‐１５７０ 渡辺弘斉 電
申込み・問合せ／社会教育課 電話
話０５５‐９４９‐１１８０
０５５‐９４９‐６８０９

卓球教室
気軽にできる卓球を楽しんでみま
せんか。日頃の運動不足の解消にも
なります。初心者・経験者問わず指
導します。多くの皆さんの参加をお
待ちしています。 とき／６月４日

県障害者スポーツ大会
参加募集

本年度も県は、障害者スポーツの
振興を目的に、第７回静岡県障害者
スポーツ大会「わかふじスポーツ大
会」を開催します。大会に参加を希
望する人は、福祉課までお問い合わ
せください。

とき／９月３日（日）

〜１０月１日（日）

会場／県内各

競技場 申込期間／個人競技：５月
８日（月）〜６月５日（月） 団体競
技：５月８日（月）〜６月１６日（金）
その他／募集要項・申込用紙につい
ては福祉課まで（郵送可）
。
問合せ／福祉課
００７
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バウンドテニス教室

電話０５５８‐７６‐８

ひまわり広場

（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９：００〜１１：３０）

（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

相談専用電話０５５８‐７６‐２６５６

広報いずのくに４月１５日号に掲
載された、５月の「飼えなくなった
犬、猫の引き取り」の時間が間違え
て掲載されてしまいました。正しく
は、下記のとおりです。訂正し、お
詫び申し上げます。

４ページ「５月のカレンダー」内
フラダンス会員募集
５月８日（月）、２２日（月）飼えな
楽しい仲間と一緒に、人生をフラ くなった犬・猫の引き取り
ダンスでエンジョイしませんか。初 誤・韮山庁舎１０：４０〜１１：００ 環政
級から丁寧にレッスンします。上級、 正・韮山庁舎１３：２５〜１３：４５ 環政
インストラクター等のクラスもあり
ます。今年１１月には、日本・タイ
問合せ／環境政策課
友好文化交流使節団として常夏のタ
電話０５５‐９４９‐６８０４

なかよしひろば

５月の行事
１０日（水）１０：００〜１１：００
おはなしなーに？（紙芝居等の読み
聞かせ）
●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。
●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。
ぜひご利用ください。

イにて、フラダンスを踊ります。や
さしいメロディーに乗って笑顔で楽
しく踊りませんか。年齢に関係なく、
ご参加ください。とき／毎月第１・
第３月曜日９：３０〜１１：３０《初回・
５月２９日（月）》 会場／韮山農村
環境改善センター 講師／牛島トク
（ミノアカラニフラスタジオ、フラ
歴３２年） 定員／３５人 経費／１
回３００円 申込み・問合せ／和田導
子 電話０５５‐９４９‐０２７４

５月の行事
２日
（火）製作
（母の日のプレゼント）
９日（火）絵本の読み聞かせ
１２日（金）狩野川公園で遊ぼう
※「狩野川公園」に９：３０集合、
１１：００解散
１６日（火）リズム遊び
１９日（金）防犯訓練
２３日（火）誕生会
２６日（金）避難訓練
３０日（火）クリーン作戦
時間はいずれも午前中

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。

詳しくは、各園へお問い合わせください。
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