市では、小さい子どもを育てるお父さん、お母さんをサポートする『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、保護者同士の交流の場としてもご利用ください。
また、市内２つの保育園では、園庭を開放をしています。
『地域子育て支
援センター』と『園庭開放』は、市内に住んでいる小学校就学前までの乳幼
児と保護者なら、どなたでも無料で利用できます。

たんぽぽひろば

ＴＯＫＹＯスーパーイリュージョン

新春恒例

世界で活躍するイリュージョ
ニストたちの特別公演。

と

と

き

12 月 11 日（土）

開場１７：３０
開演１８：００
ところ 韮山時代劇場大ホール
チケット
チケット 【全席指定】S 席 2,000 円
発売中
！
A 席 1,000 円
チケット好評発売中
＊未就学児は入場できません。
問合せ 韮山時代劇場 ☎０５５‐９４９‐８６００

谷村新司

オトシルベ

Voice to Voice ハミングコンサート～音標～

11 3

ところ
出 演

平成

23 年 1 月 30 日（日）

開場 13:30 開演 14:00
アクシスかつらぎ大ホール
笑福亭鶴光、三遊亭円楽

発売！

チケット 【全席指定】S 席 3,500 円 A 席 2,500 円
発売日 10 月 23 日（土）
＊チケット発売日の翌日からアクシスかつらぎで
チケットの電話予約を受け付けます。
＊市役所（伊豆長岡・韮山・大仁市民サービス課）で
のチケット発売は 10 月 25 日（月）からになります。

き

強制循環型太陽熱利用システム

住宅用新エネルギー機器等
導入費補助金

１戸ごと、導入１基当たり２万円を限度（＊事業費の 10％以内）

申請受付を再開！

潜熱回収給湯器導入（エコジョーズ）
１戸ごと、導入１基当たり２万円を限度（＊事業費の 10％以内）

高効率給湯器導入（エコキュート）

家庭用燃料電池導入（エネファーム）
１戸ごと、導入１基当たり 17 万円を限度（＊事業費の 10％以内）
＊ただし平成 22 年度に限り、機器の２つ以上を同時に
実施する場合または機器の導入と省エネルギー改修
を行なう場合について限度額の上乗せがあります。

中断していた補助金

１戸ごと、導入１基当たり４万円を限度（＊事業費の 10％以内）

の申請受付を再開しま

家庭用天然ガスコジェネレーション導入

す︒補助対象者は︑市

１戸ごと、導入１基当たり４万円を限度（＊事業費の 10％以内）

内に居住し︑今年度中

９：００〜１７：００（3 日は１６：００まで）
韮山時代劇場映像ホール
宇野由利子パッチワーク教室
無料
韮山時代劇場 ☎０５５‐９４９‐８６００

自然循環型太陽熱温水器導入
１戸ごと、導入１基当たり１万円を限度（＊事業費の 10％以内）

に市内の住宅に補助対

ところ
展 示
入場料
問合せ

10 月 2 日（土）・3 日（日）
）

１戸ごと、システムのモジュール出力１kw 当たり 3.5 万円を限度
とし、上限は総額 14 万円（＊事業費の 10％以内）

象機器を設置する人な

き

住宅用太陽光発電システム導入

どで︑市税を滞納して

と

入場
無料

31

補助対象機器および補助金額

いない人です︒

パッチワーク展

23

日︵定数になり次第締め切り︶

ところ
出 演
入場料
問合せ

10 月 16 日（土）
開場１８：３０ 開演１９：００
アクシスかつらぎ多目的ホール
入場
無料
明和史佳
無料
０２２５
アクシスかつらぎ ☎０５５‐９４８‐０

申請方法⁝申請書類を環境政策課に持参︵郵送不可︶

と

申込み期限⁝平成 年１月

ピアノソロ編

＊詳しい内容については︑伊豆の国市のホームページをご覧

アクシスの夕べ Part.70

（地域子育て支援センターすみれ）
四日町２３４‐１ ☎０５５‐９４９‐０８２３
月〜金 ９：００〜１１：３０、１３：００〜１６：００
（祝日除く）
● 10 月のぎょうじ ●
■園庭開放■
５日（火）１０：３０〜おはなし会
次の保育園では、園庭を開放し
８日（金）１０：００〜運動あそび
ています。親子で気軽にご利用く
１３日（水）、１４日（木）１０：３０〜制作
ださい。
１５日（金）１０：３０〜親子体操
社会福祉法人護汝会 慈恩保育園
（講師：山田政彦先生）
白山堂１７１‐２
１９日（火）１０：３０〜リズムあそび
☎０５５８‐７６‐２５５２
月〜金９：００〜１１：３０（祝日除く）
２２日（金）１０：３０〜たんじょうび会
（10 月生まれの子、要事前申込み）
２６日
（火）
大きくなったかな
（身体測定） 市立ひまわり保育園大仁分園
２８日（木）１０：３０〜防犯教室
大仁２２９‐１
２９日（金）きれいにしよう
☎０５５８‐７６‐１１７３
●行事の時間はすべて午前中のみ。
月〜金９：００〜１１：３０、
（身体測定は午後も実施します）
１３
：
３０〜１６
：
００（祝日除く）
●育児相談はいつでも受けます。
詳しくは各園までお問い合わせください。

＊未就学児は入場できません。
問合せ アクシスかつらぎ ☎０５５‐９４８‐０２２５

あなたのステージ vol.77

２０１０.10．
１いずのくに（カレンダー裏・左）

10/23（土）

（地域子育て支援センターたんぽぽ）
三福２９５‐１ ☎０５５８‐７６‐６００６
月〜金 ９：００〜１１：３０、１３：００〜１６：００
（祝日除く）
▲ 10 月のぎょうじ ▲
１日（金）１０：３０〜親子体操
（講師：山田政彦先生）
５日（火）、６日（水）、７日（木）
１０：００〜作ってみよう（運動会の飾り）
８日（金）１０：００〜育児相談・身体測定
１０
：
３０〜保健師講演「伝染病の予防と対策」
１４日（木）１０：００〜ちびっこ運動会
１８日（月）育児相談デー
２２日（金）１１：００〜リズムであそぼう
２６日（火）１１：００〜星のおはなし会
２９日（金）１０：００〜新聞紙あそび
●行事の時間はすべて午前中のみ。
●育児相談はいつでも受けます。

いただくか︑環境政策課にお問い合わせください︒

ついに上演！待望の谷村新司
コンサート。
と き
月 日（水・祝）
開場１８：００
開演１８：３０
ところ アクシスかつらぎ
大ホール
チケット 【全席指定】6,800 円
10/2（土）
発売！
（税込）
発売日 10 月 2 日（土）
＊チケット発売日の翌日からアクシスかつらぎでチ
ケットの電話予約を受け付けます。
＊市役所（伊豆長岡・韮山・大仁市民サービス課）での
チケット発売は 10 月 4 日（月）からになります。
＊未就学児は入場できません。
問合せ アクシスかつらぎ ☎０５５‐９４８‐０２２５

き

伊豆の国寄席

すみれひろば

２０１０.10．
１いずのくに（カレンダー裏・右）

