大仁体育館と大仁小学校体育館で全
体の大会を開催します。 問合せ／
社会教育課 電話０５５‐９４８‐１４６１

ラジオ体操教室開催
ラジオ体操の市内地区リーダー
を養成し、夏休み期間中の子ども
のラジオ体操を活発に行うことに
より、青少年の健全育成と健康の
保持増進を図るため、ラジオ体操
教室を開催します。 とき／７月
１５日（土）１７：２０〜２０：００ と
ころ／大仁小学校体育館 内容／
ラジオ体操第１・第２の習得 対
象／市内のラジオ体操実施会場の
リーダー（子ども会育成会と世話
人・ＰＴＡ役員・小学校６年生など）
指導／伊豆の国市体育指導委員
持ち物／体育館シューズとタオル
問合せ／社会教育課
電話０５５‐９４８‐１４６１

レクリエーション・スポーツ教室
ドッヂビー
ドッヂビーは、軟らかい素材の
フライングディスク（フリスビー）
を使った、ドッチボール形式の気
軽に楽しめるニュースポーツ。あ
たってもぜんぜん痛くないし、力
がなくても簡単に飛ばせます。み
んなで楽しく参加しましょう。
とき／①伊豆長岡地区…７月１４日・
２８日・８月１１日・２５日・９月１日
の各金曜日１９：３０〜２１：００に長
岡南小学校体育館で ②韮山地区
…７月８日・２２日・８月１２日・２６
日の各土曜日１９：３０〜２１：００に
韮山小学校体育館で ③大仁地区
…７月２２日・８月５日・１９日・９
月２日の各土曜日１９：００〜２０：３
０に大仁体育館で 受付／当日会
場で受け付け 参加料／無料 指
導／伊豆の国市体育指導委員 持
ち物／体育館シューズ、運動ので
きる服装、タオル、飲物等 その
他／教室終了後の９月１０日（日）、
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水生生物観察会
狩野川には魚や水生昆虫など、た
くさんの生きものがすんでいます。
みんなで狩野川の水生生物を見てみ
よう。 とき・ところ／７月２５日
（火）※雨天・増水時は中止 ①９：３
０〜１１：３０伊豆中央高校河川敷グ
ラウンド横 ②１３：３０〜１５：３０大
仁橋上流左岸（国道１３６号線側）
対象／市内小・中学生（小学３年生
以下は保護者同伴） 持ち物／ぬれ
てもよい服装（長靴や運動靴、軍手、
帽子、タオルなど）※観察の道具は
用 意 し ま す 。 定 員 ／ 各 回 ４０ 人
（先着順） 申込み方法／電話で環
境政策課へ（定員になり次第締め切
り） 申込み・問合せ／環境政策課
電話０５５‐９４９‐６８０４

伊豆の国市森林整備説明会
災害防止・洪水の緩和・水源涵
養・温暖化防止など公共財産として
大きい役割を果たしている森林。間
伐・枝打ち・下刈・造林に補助金を
交付する優良林育成事業、荒廃した
も り
森林を整備するための森林づくり県
民税など、森林整備のさまざまな制
度を説明する、森林整備説明会を開
催します。森林の整備を考えている
森林所有者の皆さん、ぜひご来場く
ださい。 とき／７月２１日（金）１
９：００〜 ところ／大仁市民会館３
階第３集会室 内容／優良林育成事
業、森の力再生事業について 問合
せ／農業振興課 電話０５５‐９４８‐１
４８１、大仁支所地域振興課 電話
０５５８‐７６‐８００２

８０２０コンクール
今年度も「いい歯のお年寄り８０２
０コンクール」を実施します。８０
歳以上で自分の歯が２０本以上ある
人は、今すぐ電話でお申し込みくだ
さい。審査を受けていただいた後、
健康まつり会場で賞状と記念品をお
贈りします（前年度表彰された人も
対象となります）。申込み締切／７
月１４日（金）まで 申込み・問合
せ／健康づくり課 電話０５５８‐７
６‐８０１４

中学生の楽しい運動教室
夏休み版参加者募集

また働きたいと考えている看護
職のための、最新の医療看護、技
術等を学べる講習会。参加料は無
料です。 とき／８月１日（火）〜
１１日（金）の５日間 ところ／沼津
市立病院ほか 対象／未就業の看
護職 定員／２０人（先着順） 申
込み・問合せ／県ナースセンター
東部支所 電話０５５‐９２０‐２０８８

認知動作型トレーニングマシン
で、体幹深部筋のトレーニングを行
い、５０ｍ走のタイムを速くする教
室を行います。 とき／７月３０日、
８月６日、１３日、２０日の各日曜
日９：００〜１３：００（全４回） とこ
ろ／県総合健康センター（三島市谷
田２２７６） 内容／認知動作型トレー
ニングマシンを使ったトレーニング、
走動作の指導、５０ｍ走測定（タイ
ム・映像）、身体測定ほか 申込み
締切／７月１１日（火） ※申し込
み多数の場合は抽選 申込み・問合
せ／県総合健康センター健康増進課
電話０５５‐９７３‐７００２

東部パレット市民講座

精神障害者地域生活支援センター

プチゆめワーク
精神障害をお持ちの人が地域で安
心した日常生活を送るための施設、
田方・ゆめワークでは、「遠くてな
かなかいけない」「バスの都合が合
わない」という人々のために出張
「憩いの場」を行います。活動時間
内なら来る・帰る時間は自由です。
職員もいるので相談も可能です。
とき／７月６日（木）〜８月２４日
（木）までの毎週木曜日 （※７月１３
日を除く）１３：００〜１５：３０ とこ
ろ／大仁保健センター 参加料／実
費（１００円〜４００円程度） 内容／
創作活動、料理教室、体力作りなど
その他／大仁保健センターへの送迎
バスは運行しません。ご自身で来所
してください。※ゆめワーク本館で
の支援センター・授産所活動は通常
通り行います。本館への送迎は通常
通り行います。問合せ／田方・ゆめ
ワーク 電話０５５８‐７５‐５６００

｢指定ごみ袋｣と｢粗大ごみ納付券｣を取り扱う店が、
新たに加わりました。
取扱店名

未就業看護職のための
再就業準備講習会

マックスバリュ伊豆長岡店（古奈４３２）

と き ／ ７ 月 ２０ 日（ 木 ）１４：００ 〜
ところ／東部パレット３階Ｂルー
ム 内容／「北欧に学ぶ教育・少
子化対策の現状〜スエーデン・デ
ンマークを訪ねて」 講師／村上
千明氏・岩原雅美氏 参加費／無
下水道排水設備工事
責任技術者試験
料 問合せ／県東部地域交流プラ
ザ（東部パレット市民活動センター）
県内で公共下水道の排水設備工事
電話０５５‐９５１‐８５００
を行う工事店には、日本下水道協会
静岡県支部に登録された責任技術者
の専属が義務づけられています。新
たに下水道排水設備工事責任技術者
の資格を取得したい人は受験してく
ださい。 試験のとき／１０月１８日
（水） ところ／キラメッセ沼津ほか
事業所・企業統計調査
申込み期間／７月１８日（火）〜３１
調査員募集
日（月） 受験手数料／４，
０００円
１０月１日、全国一斉に事業所・
願書配布／７月３日（月）から県内
企業統計調査を実施するにあたり、 各市町下水道課窓口にて 問合せ／
市では、下記のとおり調査員を募
上下水道課 電話０５５‐９４８‐２９１１
集します。 資格／２０歳以上で責
任をもって調査できる人で、税務・
ふじのくにユースリーダー
警察・選挙に直接関係のない人 募
参加者募集
集人員／３０人程度 内容／説明会
国際感覚豊かな、地域の青少年リ
への出席、担当調査区の確認、調
ーダーを養成する事業です。自分た
査票の配布と回収、調査票の検査・
ちの住んでいる地域や国際社会で、
整理・提出 調査期間／９月中旬〜
自分に何ができるかを考えてみませ
１０月中旬 報酬／約３５，
０００円
んか？ 内容／①国内講座…９月〜
（調査件数６０件程度の場合） 申
平成１９年１月の各月１回、土曜日
込み締切／７月１４日（金）までに電
に県庁で開催（計５回、日帰り）
話でお申し込みください。
②海外講座…１２月２１日（木）〜２６
申込み・問合せ／企画財政課
日（火）、中国浙江省杭州市と上海市
電話０５５‐９４８‐１４１３

小・中学生のみなさん、伊豆の
国市は、狩野川とともに歩み、そ
の恵みを受けてきた地域です。狩
野川資料館で、川の歴史、水質、
住んでる生き物、架かっている橋
などを研究しませんか。
事前にご連絡いただけば、ガイ
ドボランティアが案内します。
場所 墹之上４
６
７
‐
２
（狩野川放水路の事務所内）
開館 月〜金曜日１
０
：
０
０〜１
６
：
０
０
電話 ０
５
５
‐
９
４
８
‐
０
３
１
４
で、企業研修・社会福祉研修・ボ
ランティア活動・ホームステイ他
を実施 募集人員／４５人 応募資
格／平成１８年４月１日現在、１８
歳〜３５歳程度で、地域活動等に関
心が高く、地域での活躍に対する
熱意のある人（※高校生不可） 参
加費／１００，
０００円（予定、個人的
経費は別途負担）※参加費の市補
助制度あり。 申込み方法／締切
日までに、社会教育課へお申し込
みください。県教育委員会で選考
を行い、受講生を決定します。第
１次締切以降は、募集定員に達し
次第、締め切ります。第１次締切
７月３１日（月）、第２次締切９月１
１日（月） 取得資格／本事業は、
静岡県青少年指導者級別認定事業
に該当 申込み・問合せ／社会教
育課 電話０５５‐９４８‐１４６１
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広瀬公園プールの
無料券（裏）
＊コピーは使用できません。
＊広報紙を切り取ってご利用
ください。

