お・知・ら・せ

お・知・ら・せ

不用品活用バンク

放送大学２学期学生募集

ご家庭にある不用なもので、ほ
かの人にゆずってもよいものはあ
りませんか。不用品活用バンクに
登録すれば、「ゆずってほしい」
「ゆずりたい」人を探します。
【ゆずります】
マッサージチェア
無
座敷用テーブル（ケヤキ） 無
植木鉢
無
高学年用学習机（本棚なし） 無
建築用平行定規
応
建築用ドラフタ
応
歩行器
応
メリー
応
ベビーチェア
応
ベビーベッド
応
三島高校女子制服（１５号）応

料
料
料
料
談
談
談
談
談
談
談

沼津市立高校女子制服（１５号） 応 談
デスクトップパソコン（富士通） 応 談
和だんす（上置き）
応 談

県介護支援専門員
実務者研修受講試験
平成１８年度の介護支援専門員実
務者研修受講試験を行います。受験
希望の方は、下記窓口にて試験案内
を配布していますので、お申し出く
ださい。 試験のとき／１０月２２
日（日）１０：００〜 ところ／県立大
学 と 県 立 大 学 短 期 大 学 部（ 予 定 ）
申込期間／７月１４日（金）〜２８日
（金）に簡易書留にて郵送（※当日消
印有効） 配布窓口／高齢者支援課、
県介護保険室、県の各健康福祉セン
ター 問合せ／高齢者支援課 電話
０５５８‐７６‐８００９、県介護保険室
電話０５４‐２２１‐３２８２

自衛官募集
【ゆずってください】
耕運機
応 談
解体または建替家屋の建具 応 談
車のタイヤ（１４〜１５インチ） 応 談
アップライトピアノ（ヤマハ） 応 談
韮山中学校男子学生服･ジャージ
（１７０センチ）
無 料
暁秀高校女子制服（Ｍ） 無 料
パソコン（東芝ダイナブック３００Ｋ）
のマニュアル
無 料
プリンター（キャノンＢＪＦ３６０Ｅ）
のマニュアル
無 料
サナルがんばっテキスト
（中学２・３年全教科） 応 談
電動ミシン
応 談
手動式うどん打ち機
応
一輪車（２０または１８インチ） 無
ジャングルジム（室内・子ども用）無
卓球台
無
男子用学生ズボン
無

談
料
料
料
料

※詳細はお問い合わせください。
問合せ 環境政策課
電話０５５‐９４９‐６８０４
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募集コース／①航空学生コース…応
募資格１８歳以上２１歳未満・高卒
（見込み含む）、第１次試験９月２３
日（土） ②一般曹候補学生コース…
応募資格１８歳以上２４歳未満・高卒
（見込み含む）、第１次試験９月１６
日（土） ③曹候補士コース…応募資
格１８歳以上２７歳未満・高卒（見込
み含む）、第１次試験９月１６日（土）
④２等陸・海・空士コース…応募資
格１８歳以上２７歳未満の男子・女
子、男子第１次試験９月２４日（日）、
女子第１次試験９月２５日（月）※
①〜④とも、資格年齢は平成１９年
４月１日現在 採用試験／男子９月
２４日（日）、女子９月２５日（月）
申込み期間／８月１日（火）〜９月
８日
（金） その他／７月２６日
（水）、
８月１２日（木）、８月２７日（日）に
韮山時代劇場で、自衛官入隊制度の
説明会を開催します。
問合せ／自衛隊三島募集案内所
電話０５５‐９８９‐９１１１

放送大学はテレビ・ラジオで授業
を行う通信制の大学で、現在１０月
入学生を募集中です。くわしい資料
は無料で送付しますので、気軽にお
問い合わせください。 入学時期／
１０月１日（日） 募集学生／①全科
履修生（満１８歳以上で高校卒業の
資格が必要） ②選科履修生（１年
間：満１５歳以上） ③科目履修生
（半年間：満１５歳以上） 申込み締
切／８月３１日（木）までに本部必着
問合せ／放送大学静岡学習センター
〒４１１‐００３３三島市文教町１‐３‐９３
電話０５５‐９８９‐１２５３

法律相談
（財）法律扶助協会静岡支部によ
る巡回無料相談サービスを開催し
ます。金銭貸借、不動産売買、交
通事故、離婚、相続等の法律問題
でお悩みの人に、静岡県弁護士会
所属の弁護士が専門的見地から助
言・相談を行います。相談は予約
制、１人あたり約３０分です。 と
き／７月１４日（金）１３：３０〜１６：
３０ ところ／あやめ会館 申込
み／社会福祉協議会 電話０５５８‐
７６‐１２２１

夏祭りでソーラン節を
８月３日（木）の狩野川まつりや４
日（金）の伊豆長岡温泉戦国花火大会
で、みんなでソーラン節を踊りませ
んか。参加希望者は、直接練習にお
越しください。 練習のとき／７月
１６日（日）、２４日（月）、３０日（日）
の各１８：００〜 ところ／韮山農村環
境改善センター 対象／小・中学生
問合せ／キヨミリズムダンス（西村）
電話０５５‐９４９‐２４９０

税理士による税務相談
税のことに関する相談をお受け
します。相談は無料ですので、ご
利用ください。 とき／７月１２日
（水）、１９日（水）１３：００〜１５：０
０ ところ／三島信用金庫本店別
館３階（東海税理士会三島支部税務
指導所） 問合せ／東海税理士会
三島支部 電話０５５‐９７２‐１６６８

きこえの相談会

こころの健康相談
精神科医師によるこころの健康相
談を行います。相談は無料ですので
ご利用ください。 とき／７月２４
日（月）、平成１９年２月２２日（木）、
各１３：３０〜 ところ／大仁保健セン
ター 内容／精神科医師による個別
相談 その他／要事前予約（相談は
１人３０分程度です） 申込み・問
合せ／県東部健康福祉センター障害
福祉課 電話０５５‐９２０‐２０８１

日常生活の中できこえが悪いの
ではないかと心配している子ども
に聴力検査を実施し、聴覚障害の
有無や程度を調べます。また聴覚
に障害があるために学習効果の上
がらない、または集団生活がうま
くできない子どもの問題解決を支
援します。 とき／７月２４日
（月）、
２５日（火）、両日とも９：３０〜１２：
００、１３：００〜１５：００ ところ／
県立沼津聾学校 対象児／県東部
地区に在籍する幼児（０〜６才）･
児童 相談内容／聴力検査、教育
相談 担当／県立沼津聾学校教員、
沼津市立第二小学校・ことばの教

都市再生街区基本調査
室担当者 申込み方法／７月１４日
に伴う測量実施
（金）までに電話かＦＡＸで、氏名、
このたび、国土交通省が実施する
年齢、性別、住所、電話番号、所属
園等、希望日時、きこえやことばの 「都市再生街区基本調査」の一環と
して、国土地理院が下記のとおり測
様子等を明示してお申し込みくださ
量を実施することになりました。み
い。 申込み・問合せ／県立沼津聾
なさんのご理解・ご協力をお願いし
学校（小見山） 電話０５５‐９２１‐３３
ます。とき／７月〜平成１９年１月
９８ ＦＡＸ０５５‐９２３‐５３２７
対象地域／人口集中地域（おもに市
街地） 作業内容／基準点の測量及
び街区の角等の測量 問合せ／国土
薬物依存相談
地理院中部地方測量部測量課街区担
自分や家族だけで悩まずに、ぜひ
当 電話０５２‐９６１‐５５９０
一度ご相談ください。経験豊富な専
門相談員が対応します。 とき／毎
月第１月曜日（平成１９年１月のみ
第３月曜日）９：００〜１２：００ ※予
約制 ところ／県精神保健福祉セン
ター（静岡市駿河区有明町２‐２０静
岡県総合庁舎別館３階・県こども家
庭相談センター内） 申込み・問合
せ／県精神保健福祉センター 電話
０５４‐２８６‐９２４５

終了します
地上アナログテレビ放送
現行の地上アナログテレビ放送
は、地上デジタル放送への移行に伴
い、２０１１年７月２４日に終了しま
す。地上デジタル放送の視聴方法な
ど受信に関する相談、問い合わせは
下記へお願いします。
問合せ／①受信相談…総務省地上デ
ジタルテレビジョン放送受信相談セ
ンター 電話０５７０‐０７‐０１０１
②視聴エリア…（社）地上デジタル放
送推進協会ＨＰ http://www.d-pa.org/

始まります 裁判員制度
国民の司法参加を実現するための
裁判員制度が、平成２１年５月まで
にスタートします。裁判員制度は、
国民のみなさんに裁判員として刑事
裁判に参加してもらい、被告人が有
罪か無罪か、有罪の場合はどのよう
な刑にするかを裁判官と一緒に決め
てもらう制度です。皆さんが参加す
ることによって、法律の専門家では
ない人たちの感覚が裁判の内容に反
映されることになります。その結果、
皆さんの司法に対する理解と信頼が
深まることが期待されています。身
近で、速くて、頼りがいのある司法
を目指すための制度です。ご理解と
ご協力をお願いします。
問合せ／静岡地方検察庁企画調査課
電話０５４‐２５２‐５１３８

伊豆韮山温泉病院では
基本健診を受けられません
伊豆韮山温泉病院（中條）は外来診
療を休止したため、６月末で基本健
診も終了させていただきました。伊
豆韮山温泉病院で受診を希望した人
は、申し訳ありませんが他の医療機
関で受診してください。基本健診は
９月末まで実施しています。
問合せ／健康づくり課
電話０５５８‐７６‐８０１４
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