お・知・ら・せ

information
開場１８：００開演１８：３０
０００円（全席自由）
●チケット ２，
●出 演 花岡詠二スヰング・オー
ルスターズ
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新春 伊豆の国寄席

〜 フラメンコギター編 〜

毎年恒例の「新春
フラメンコ・スパニッシュ・ギタ
伊豆の国寄席」。今
カ
ト
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リストのＫＡＴＯＨＮＯ ＳＨＩＮＯＢＵ
回は、韮山時代劇場
さんをお招きします。フラメンコダ
で開催。三遊亭金馬
ンサーとシンガーとの共演もありま
さんをはじめ、テレ
す。※今回は大仁市民会館で開催し
ビ等で活躍中の落語
ます。
三遊亭金馬 家が集まります。
●日 時 １１月１８日（土）
●日 時 平成１９年１月２１日（日）
開場１８：３０開演１９：００
【１回目】開場１４：３０開演１５：００
●会 場 大仁市民会館
【２回目】開場１７：３０開演１８：００
大集会室（全席自由） ●会 場 韮山時代劇場
大ホール（全席指定）
●入場料 無料
●問合せ 文化振興課
●出 演 三遊亭金馬、三遊亭金時、
電話０５５‐９４８‐０２２５
三遊亭小円歌、三遊亭時松
０００円
●チケット ３，
伊豆の国市音楽祭2006 第2弾
＊未就学児は入場できません。
市内３高校吹奏楽・合唱コンサート
●日 時 １１月１９日（日）
開場１４：３０開演１５：００
●会 場 アクシスかつらぎ
大ホール（全席自由）
●出 演 伊豆中央高校吹奏楽部、
大仁高校合唱部
韮山高校吹奏楽部･音楽部
●チケット ５００円
＊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

伊豆の国市音楽祭2006 第3弾
韮山時代劇場ジャズフェスティバル
●会 場 韮山時代劇場大ホール
●問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００
＊チケット好評発売中！
■楽しいジャズ
〜ＧＯＯＤ ＤＡＹ−ＧＯＯＤ ＴＩＭＥ〜
●日 時 １１月２３日（木）
開場１６：３０開演１７：００
０００円（全席自由）
●チケット ２，
●内 容 【１部】アマチュアステ
ージ（志村孝雄とデキシーボンボン、
原宏志とフライングバーズ）
【２部】出口辰治ＱＵＡＲＴＥＴ、ゲス
ト：宇川彩子（タップダンス）
■吹奏楽とビックバンドの饗宴
●日 時 １１月２５日（土）
開場１３：３０開演１４：００
●チケット ５００円（全席自由）
●出 演 静岡ジュニアジャズオーケストラ
Ｆｕｊｉｔｓｕ Ｊａｚｚ Ａｌｌｓｔａｒｓ
沼津ブラス･フロンティア
ＲＩＫＩ ＢＡＮＤ
■演奏でたどるジャズ１００年の歩み
●日 時 １１月２６日（日）

＊チケット好評発売中！
●問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

時間：１０：００〜１５：００
会場：アクシスかつらぎ
大ホール
内容：下駄ダンスコンテスト、伊豆長岡温泉芸妓衆のタップダンス、カズ＆
アイのパフォーマンス、下駄輪投げ、下駄射的、下駄ぬり絵
問合せ 伊豆の国観光協会 電話０５５‐９４８‐０３０４ http://www.izunotabi.com

ＮＡＯＫＯ ＫＥＮ ＬＯＶＥ ＬＩＦＥ ＬＩＶＥ
３５th Anniversary
歌手生活３５周
年を迎えての地元
公演が実現。数々
のヒット曲を持つ
研ナオコさんによ
る歌あり、トーク
ありの楽しいコン
サートをどうぞ。
●日 時 平成１９年２月１８日（日）
開場１８：００開演１８：３０
●会 場 アクシスかつらぎ
大ホール（全席指定）
０００円
●チケット Ｓ席４，
Ａ席３，
５００円
＊未就学児は入場できません。
＊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

青少年の自立支援事業講演会
ひきこもりへの理解を深めるために
ひきこもりなど社会的自立をめざ
す若者たちの支援のための講演会で
す。精神科医としてひきこもりやニ
ート問題に取り組んでいる岐阜大学
の高岡健先生をお招きし、つまずく
若者たちの心についての理解を深め
ていきます。
●日 時 １１月２５日（土）
開場１３：３０開演１４：００
●会 場 Ｖｉａ７０１（三島市）
●入場料 無料
●問合せ ＮＰＯ法人リベラヒューマ
ンサポート 電話０５５‐９７２‐４３４４
静岡県教育委員会青少年課 電話
０５４‐２２１‐３３１１

自主防災活動推進大会
切迫性が指摘されている東海地震
への備えについて、一緒に考えてみ
ませんか。どなたでも無料で入場で
きます。
●日 時 １１月１９日（日）
１２：００〜１６：２０
●会 場 磐田市立竜洋公民館
●内 容 地震防災アドバイザー川
端信正氏による講演、パネルディス
カッション、地震防災グッズ展示、
地震体験車による体験、など
●問合せ 静岡県防災局防災情報室
電話０５４‐２２１‐３３６６

問合せ

市役所安全対策課

第2回伊豆の国市バウンドテニス大会
いつでも・どこでも・だれでも・
いつまでも楽しめる生涯スポーツの
バウンドテニス。初心者でも大丈夫。
ぜひご参加ください。
●日 時 １２月１７日（日）
８：３０〜１６：００
●会 場 大仁体育館
●資 格 中学生以上
●競技方法 初心者講習とゲーム（ラ

電話０５５‐９４８‐１４１２
〈3〉

リー戦・サバイバル戦・
ダブルス団体戦）
０００円（昼食代・
●参加費 １人１，
スポーツ保険加入費：当日徴集）
●申込み １２月１３日（水）までに
下記へ電話で申し込み
●問合せ 体育協会事務局（市役所
社会教育課）電話０５５‐９４８‐１４６１
市バウンドテニス協会長 岩田 電
話０５５‐９４９‐０５０３

市有林の保育作業
韮山緑と水を守る会は、市有林の
除間伐・枝打ちを実施しています。
今年も下記のとおり実施しますので
皆さんの参加をお待ちしています。
＊作業中の事故などに対し傷害保険
に加入します。
●日 時 １１月２５日（土）８：３０〜
＊雨天中止
●集 合 韮山庁舎
●作業場所 中ノ沢市有林
●持ち物 弁当、飲物、作業のでき
る服装、ヘルメット、作業道具（な
た、かま、のこぎり、高枝切りなど）
＊道具の貸し出しあり。
●申込み １１月２０日（月）までに
電話で申し込み
●問合せ 韮山緑と水を守る会
渡辺実 電話０５５‐９４９‐６４７４

「明るい選挙」標語
市明るい選挙推進協議会では、標
語を募集しています。

１２月３日（日）に地域防災訓練が行われます。各自主防災会
が中心となり、防災用資機材の点検や炊出し、消火、応急救
護等のさまざまな訓練が実施されます。日ごろから防災への
意識を高めるため、小･中･高校生も積極的に参加しましょう。
訓練の時間や場所等は地区の回覧などでご確認ください。訓
練に参加できない人も家庭内の備えについて見直しましょう。

