お・知・ら・せ

お・知・ら・せ

不用品活用バンク
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】
乳児用バスケット
無
植木鉢
無
高学年用学習机（本棚なし） 無
動力用噴霧機
応
建築用平行定規
応
建築用ドラフタ
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
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
【ゆずってください】
はた織り機の道具・糸・機械等全般
応 談
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
サナルがんばっテキスト
（中学２・３年全教科） 応 談
手動式うどん打ち機
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
一輪車（２０または１８インチ） 無 料
ジャングルジム（室内・子ども用）無 料
卓球台
無 料
男子用学生ズボン
無 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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第３８回静岡県青年の船

各部入賞者に賞状および副賞、応募
者全員に記念品を贈呈 申込方法／
作品に、学校名・学年・氏名（ふりが
な）を必ず（ポスターは裏面に）記入
し応募 申込み締切／９月１５日
（金）
必着 申込み・問合せ／〒４２２‐８０６７
静岡市駿河区南町１８‐１サウスポット静
岡１６階 静岡社会保険事務局年金課
給付企画係 電話０５４‐２０３‐３２８１
静岡社会保険事務局ホームページ
http://www.sia.go.jp/˜shizuoka/

日常生活では味わえない体験をし
てみませんか。船内研修と中国での
交流などを通し、新しい仲間・自分
と出会う旅ができます（事前・事後
研修あり）。 期間／ １２月２９日
（金）〜平成１９年１月８日（月）
渡航地／中国（北京・上海） 申込
資格／ 平成１８年４月１日現在１８
歳以上３２歳以下で静岡県に在住、
警察官募集
または本籍を有する人。ただし高校
職種と応募資格／①警察官Ａ（大卒
生は不可。青年の船の目的を理解し、 程度） …昭和５１年４月２日以降に
意欲的な参加が望める人。 参加
生まれた人 ②警察官Ｂ（高卒程度）
０００円（個人的経費は別途
費／１８８，
…昭和５１年４月２日から平成元年
負担） ※参加費用の市補助制度あ
４月１日までに生まれた人 ③警察
り。 申込み／ ９月２９日（金）まで
事務（高卒程度）…昭和５８年４月２
に下記へお申し込みください。※募
日から平成元年４月１日までに生ま
集要項も下記で配布
れた人 ④航空整備士 …昭和５６年
申込み・問合せ 市役所社会教育課
４月２日から昭和６１年４月１日ま
電話０５５‐９４８‐１４６１ 静岡県青年
でに生まれた人で、２等航空整備士
の船事務局 電話０５４‐２５４‐２００６
（回転翼航空機）の資格を有する人ま
たは平成１９年３月３１日までに当該
資格を取得する見込みの人 第１次
試験／①②…９月１７日（日）、③④
…９月２４日（日） 申込期間／①②
…８月７日（月）〜２５日（金）、③④
…８月２１日（月）〜９月４日（月）
国民年金
問合せ／大仁警察署
作文・ポスターコンクール
電話０５５８‐７６‐０１１０
国民年金への関心を深め、年金制
度の意義や役割を理解するための中
ねんりんピック開･閉会式観覧
高校生対象コンクールです。 応募
１０月に県内で行われる「ねんりん
資格／県内の中学校・高等学校等に
ピック静岡２
００６」の総合開･閉会式
在学する生徒 内容と規定／①作文
の観覧者を募集します。 ①開会式
の部 …年金に関する感想・意見・希
…とき／１０月２８日（土）１０：００〜
望などを４００字詰原稿用紙３枚程
ところ／静岡スタジアムエコパ（袋井市）
度で。題名を必ず記入。※例「世代
／１７，
０００人 ②閉会式 …
募集人員
間の助け合い」
（前年度優秀作品）
とき／１０月３１日（火）１２：００〜
②ポスターの部…用紙は縦５４ｃｍ×
ところ／グランシップ（静岡市）
横３８ｃｍ（画用紙４ッ切）
、作品中に
０００人 申込み／往復
募集人員／１，
必ず「国民年金」の文字を含めた標
はがきに住所、氏名、年齢、電話番
語を入れる。※例「国民年金 老後
号、開･閉会式の別、同伴者の氏名、
の安心」
（前年度優秀作品） 表彰／

年齢（はがき１枚で２人まで）を明
記し、９月１５日（金）必着。ホーム
ページからでも応募可。 あて先
／〒４２０‐８６０１ 静岡市葵区追手
町９‐６ 静岡県庁西館５階ねんりん
ピック静岡２００６実行委員会事務局
電話０５４‐２２１‐３３９６
http://www.pref.shizuoka.jp/nenrin/

ター周辺８ B、２時間程度）※要申
込み ④大腰筋等トレーニングマシ
ン体験、ニュースポーツ体験など
※参加自由 申込み締切／①〜③ の
み８月１０日（木）まで（①は応募多
数の場合抽選） 申込み・問合せ／
県総合健康センター
電話０５５‐９７３‐７００２

望星高等学校秋学期生

ぬくもりの里 納涼祭

単位制による通信制課程の高等学
校です。今さら学校なんて、と思っ
ている人…自分のために高校卒業し
ませんか。 募集期間／８月２８日
（月）〜９月２２日（金） 学習方
法／放送（衛星ラジオ）講座を聞き、
月２回日曜に登校し、学習レポート
を提出 問合せ／東海大学付属望星
高等学校 電話０５４‐２６１‐２９５０

各種模擬店や演芸、職員による火
舞いなどがあります。ご家族・ご友
人お誘い合わせてお越しください。
とき／８月７日（月）１８：００〜２０：
００ ※雨天の場合は８月８日（火）
ところ／ぬくもりの里 問合せ／ぬ
くもりの里 電話０５５８‐７６‐６７００

県総合健康センター
県民の日開放事業
とき／ ８月２０日（日） とこ
ろ／すこやかセンター（三島） 内
容と募集人員／①親子の食育クッキ
ング教室「野菜大すきっ子〜三島の
野菜にチャレンジ！！〜」…小学生
４〜６年生と親２４組 ※要申込み
②健康講演会「ウォーキングで延ば
そう健康寿命」…２００人程度 ※要
申込み ③ウォーキング大会（セン

ご存じですか？
検察審査会
交通事故、詐欺、おどしなどの犯
罪の被害にあい、警察や検察庁に訴
えたが、検察官がその事件を起訴し
てくれない。このような不満を持つ
人のために検察審査会があります。
気軽にご相談ください。費用は無料
で、秘密は堅く守られます。 問合
せ／沼津検察審査会事務局（静岡地
方裁判所沼津支部内） 電話０５５‐
９３１‐６０００

愛 の 献血
若い人を中心に、幅広い層のご
理解とご協力をお願いします。
と き ８月１
０日（木）
ところ

①韮山保健センター

問合せ

９：３０〜１１
：３０
②ＪＡ伊豆の国本店前
１３：００〜１
５：３０
静岡県沼津赤十字血液センター
電話０５５‐９
２４‐６６１
１

夏期移動法律相談（無料）
関西大学法学部学生（法律相談所
所員）、同教授、同ＯＢ弁護士によ
る無料の法律相談です。予約は不要
ですので、お気軽にご利用ください。
とき・ところ／①８月２５日（金）１３：
００〜１５：００大仁保健センター ②
８月２６日（土）１１：３０〜１３：３０伊
豆市生きいきプラザ 相談内容／民
事一般（親族・相続・借地借家・相
隣関係・消費者問題・損害賠償に関
する問題など）※刑事事件・係争中
の事件・税務相談は受け付けできま
せん。 問合せ／関西大学法律相談
所 電話０９０‐９７０９‐２９６８
Ｅメールku-housou@ezweb.ne.jp
【訂正とお詫び】
広報７月１日号に掲載した自
衛官募集の記事の中で、自衛官
入隊制度の説明会の日程に一部
誤りがありました。訂正し、お
詫び申し上げます。
誤 ８月１２日（木）
正

８月１２日（土）

8月10日は道の日
道路は、私たちの毎日の生活を支える、欠くことのできない
基本的な社会資本ですが、その整備はまだ十分とはいえません。
空気のようにあまりにも身近な存在で
あるため、その重要性が見過ごされが
ちです。「道の日」を契機に、もう一度
見直してみたいものです。
問合せ 建設課 電話０５５‐９４８‐２９０８
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