お・知・ら・せ

information
●出 演 仲戸川智隆（フルート）、
小林教子（ソプラノ）、大村奈緒美
（ピアノ）、静岡交響楽団（コンサー
トマスター沼田園子ほか２６人）
●チケット ５００円（料金一律）
＊チケット好評発売中！
●問合せ アクシスかつらぎ
電話０５５‐９４８‐０２２５

あなたのステージVol.48
マンダラ･アートの仲間による
「マンダラ･アート展」
明るい言葉、希望があふれ出る言
葉、勇気が湧いてくる言葉、大切な
ものや人への感謝の言葉などを２㍉
間隔の行間に、虫眼鏡で見るような
文字を円形に書いて仕上げたアート
です。当日は、ミニマンダラ体験コ
ーナーもあります。
●日 時 ２月２４日（土）･２５日
（日）１０：００〜１７：００
●会 場 韮山時代劇場和室
●入場料 無料
●問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

アクシスの夕べPart32
〜 若い芽支援コンサート 〜
今回は、常葉学園短期大学音楽科
及び専攻科学生による打楽器アンサ
だ だ っ こ
ンブルの５人組「打々っ子」が登場。
５人の若々しいフレッシュな演奏を
お楽しみください。
●日 時 ２月２４日（土）
開場１８：３０開演１９：００
●会 場 アクシスかつらぎ
多目的ホール（全席自由）
だ だ っ こ
●出 演 打々っ子（青山恭子･西
尾友里･古川春美･水谷元子･望月恵）
●入場料 無料
●問合せ アクシスかつらぎ
電話０５５‐９４８‐０２２５
第5回 狩野川クラシックコンサート
楽器の解説などを交えながら、大
人から子どもまで誰でも気軽に楽し
めるクラシックコンサートです。
●日 時 ３月１１日（日）
開場１３：３０開演１４：００
●会 場 アクシスかつらぎ
大ホール（全席自由）

公民館講座（講演会）
１３：３０〜
●日 時 ３月１１日（日）
●会 場 あやめ会館多目的ホール
●演 題 「伊豆の国市の災害史」
講師 橋本敬之氏（伊豆の国市文化
財保護審議委員）
●入場料 無料（事前申し込み不要）
●問合せ 市役所社会教育課
電話０５５‐９４８‐１４６１

春うららアコーステ
ィックLIVE in 韮山時代劇場

K-MIX共催

〜 ＢＯＳＳＡＮＯＶＡ ＣＡＳＳＡＮＯＶＡ、
京太朗と晴彦ライブ 〜
Ｋ−ＭＩＸラジオ
でも大活躍中の
ボ
サ
ノ
バ
ＢＯＳＳＡＮＯＶＡ
カ
サ
ノ
バ
ＣＡＳＳＡＮＯＶＡをは
ＢＯＳＳＡＮＯＶＡ じめとするアーティ
ＣＡＳＳＡＮＯＶＡ ストが出演します。
皆さんふるってご応募ください。
●日 時 ３月１８日（日）
開場１３：３０開演１４：００
●会 場 韮山時代劇場
大ホール（全席自由）
●入場料 無料
●定 員 ２００組４００人
●申込み ２月２８日（水）までに次
のいずれかの方法で申し込み。
①韮山時代劇場窓口か電話で申し
込み。②Ｋ−ＭＩＸオフィシャルＷ
ＥＢサイト「イベント＆キャンペー
ン」の応募フォームから。③Ｋ−Ｍ
ＩＸケータイサイト「プレゼント＆
イベント」の応募フォームから。
＊当選者の発表は招待状の発送を
もってかえさせていただきます。
●問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

ス ポー ツ安 全 保険
スポーツ活動、文化活動、ボランティア活動等に最適
な保険です。５人以上のグループでご加入ください。
区分

対象となる団体

Ａ

子どものグループ（中学生以
下）、文化・ボランティア活動

対象となる
掛金
事故の範囲 （１人年額）

歯周病予防講演会
伊豆の国市は、健康な歯が全身の
健康に結びつくと考え、市民の健康
長寿を願い全国で初めて条例による
歯周病予防を進めています。今回は、
皆さんと「歯の健康」
について考えるため、
講演会を開催します。
お誘いあわせの上、
お越しください。
●日 時 ３月３日（土）
１０：００〜１２：００
●会 場 あやめ会館
３階多目的ホール
●演 題 「人が人らしく、口が口
らしくあるために。―歯みがきでで
きる高齢者の肺炎予防―」講師 杉
山総子氏（米山歯科クリニック歯科
衛生士）
●入場料 無料（事前申し込み不要）
●問合せ 歯周病予防対策委員会・
事務局（健康づくり課内）
電話０５５８‐７６‐８０１４

ファミリーオペラ
〜 イソップオペラ３部作 〜
３月２５日（日）
開場１３：３０開演１４：００
●会 場 韮山時代劇場
大ホール（全席自由）
●出 演 静岡室内歌劇場、小林
教子、大村奈緒美（ピアノ）
０００円
●チケット 一般１，
中学生以下５００円
＊チケット好評発売中！
●問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００
●日

時

アートかの川絵画展
市内に住む美術作家と韮山中学生
との交流作品展です。
●日 時 ２月２７日（火）まで開催
１０：００〜１６：００＊土曜日は１５：００
まで、日曜日は休み
●会 場 韮山中学校１階会議室
●問合せ 韮山中学校
電話０５５‐９４９‐１０６１

パブリックコメント募集
本年度、市では障害者計画及び障
害福祉計画の策定をします。これに
伴い、伊豆の国市ホームページと福
祉課窓口でパブリックコメントを募
集します。多くの皆さんの幅広いご
意見をお聞かせください。
●期 間 ２月２６日（月）１０：００
〜３月１２日（月）１７：１５ ＊閉庁
時は窓口での閲覧はできません。
●閲覧場所 伊豆の国市ホームペー
ジ、福祉課窓口（大仁支所）
●問合せ 市役所福祉課
電話０５５８‐７６‐８００７

公民館･男女共同参画講座
〜 男のための料理教室 第２弾〜
ちょいわるおやじのちょいわるカレー作り教室
基本のカレーをベースにいつもと
一味ちがうカレーを作ってみよう。
●日 時 ３月１０日（土）
１０：００〜１２：００
●会 場 あやめ会館栄養指導実習室
●講 師 久木野和子さん
●定 員 男性１０人
●参加料 ８００円
●持ち物 エプロン、ふきん、持ち
帰り用容器
●締切り ３月２日（金）
〜 趣味発見講座：ビーズアクセサリー教室〜
花柄モチーフの指輪におそろいの
ペンダントトップを作ります。
●日 時 ３月２４日（土）
１３：３０〜１５：３０
●会 場 あやめ会館実習室
●講 師 国村聡子さん
●定 員 小学校高学年以上１５人
０００円
●参加料 ２，
●締切り ３月１６日（金）
【両講座共通】
◆申込み 下記へ電話で申し込み
◆問合せ 市役所社会教育課
電話０５５‐９４８‐１４６１

●保険期間 平成１９年４月１日〜平成２０年３月３１日まで
３月１日（木）から ＊申込用紙は、各庁舎市民サービス課、あやめ会館、
●申込み
長岡体育館、韮山農村環境改善センター、韮山時代劇場、大仁市民会館に設置します。
（財）スポーツ安全協会静岡県支部 電話０５４‐２６２‐３０３９
●問合せ
死亡

傷害保険
後遺障害（最高） 入院（日額） 通院（日額）

賠償責任保険
（補償限度額）

共済見舞金

５００円 ２，
０００万円 ３，
０００万円 ４，
０００円 １，
５００円

対人賠償
１人１億円、１事故５億円
財物賠償
団体活動中と
突 然 死（ 急 性
１，
５
０
０円
２，
０
０
０万円
３，
０
０
０万円
４，
０
０
０円
１，
５
０
０円
Ｃ 成人のスポーツ（高校生以上）
５００万円（免責１，
０００円） 心不全、脳内
その往復中
山岳登はん、アメリカ （ 学 校 管 理 化
出血等）
９，
０００円 ５００万円 ７５０万円 １，
８００円 １，
０００円
Ｄ
ンフットボール等
を除く）
１６０万円
対人賠償
１人１億円、１事故５億円
２，
１００万円 ３，
１５０万円 ５，
０００円 ２，
０００円
財物賠償
子どものグループ
１，
０００万円（免責１，
０００円）
１，
０５０円
ＡＷ
（中学生以下）
上記以外の個人練
対人・財物賠償
対象となりま
習、個人活動など
１００万円 １５０万円 １，
０００円
５００円 １事故５００万円
せん
（学校管理化を除く）
（免責１，
０００円）
Ｂ 老人クラブ（６０歳以上）

８００円

６００万円

９００万円 １，
８００円 １，
０００円

（注）入･通院については治療日数４日以上の事故が対象です。
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