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アクシスの夕べPart30
〜 ハープデュオ編 〜
伊豆の国市在住の三上みちのさん
と本間美貴子さんの息の合ったハー
プデュオでクリスマスソングなどを
お楽しみください。
●日 時 １２月１６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）
●入場料 無料
●問合せ アクシスかつらぎ
電話０５５‐９４８‐０２２５

渡辺徹のおしゃべり音楽館
〜 宝くじ文化公演 〜
クラシックってむずかし
い？人には聞けない素朴な疑
問の数々。それをパーソナリ
ティの渡辺徹さんがわかりや
すく解説してくれます。
●日 時 １２月２３日（土）
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）
●出 演 渡辺徹
ザ・スーパーオクテット
５００円
●チケット Ｓ席１，
Ａ席１，
０００円
＊宝くじの助成により、通常料金の
約半額となっています。
＊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

あなたのステージVol.46
〜 クリスマスコンサート 〜
常葉学園大学教育学部の卒業生・
在学生によるコンサート。ハンドベ
ルをはじめ、ピアノ、クラリネット、
サックスなど、さまざまな楽器で皆
さんにクリスマスソングやポピュラ
ーソングの演奏をお贈りします。
●日 時 １２月２４日（日）
開場１３：３０開演１４：００
●会 場 韮山時代劇場
映像ホール（全席自由）
●入場料 無料
●問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

冬のコンサート
伊豆中央高校吹奏楽部によるコン
サート。少人数のアンサンブル曲か
ら、大人数を活かした迫力ある曲ま

で用意しました。ぜひ、私たちの演
奏を聞きに来てください。
●日 時 １２月２５日（月）
開場１８：００開演１８：３０
●会 場 三島市民文化会館大ホール
●指 揮 杉山義紀
●曲 目 アローザのための音楽、
ルパン三世のテーマ等
●入場料 無料
●問合せ 伊豆中央高校吹奏楽部顧
問 神尾 電話０５５‐９４９‐４７７１

「分ければ資源、まぜればごみ」
をイメージした、指定ごみ袋図案コ
ンクールの審査の結果、室伏直樹さ
ん（長岡中３年）の作品が特選に決ま
りました。今後、市指定ごみ袋の燃
やせるごみ用・プラスチック用の絵
柄として使用していきます。

受
特選

賞

者

室伏直樹（長岡中３年）
水品真菜実（長岡中３年）

入選

鈴木幸恵（長岡中２年）
鴨志田佳代子（一般）
山口稜平（田中山分校５年）

【採用イメージ】

山中島萌（長岡中２年）

児童館お楽しみ会

井伊美幸（長岡中１年）

〜 人形劇 ・イソップ童話〜
家族みんなでお出かけください。
●日 時 １２月２６日（火）
１３：３０〜（１時間程度）
●会 場 大仁児童館
●出 演 劇団すぎのこ
●演 目 田舎のネズミと都会のネ
ズミ、金の斧 銀の斧
●入場料 無料
●問合せ 大仁児童館
電話０５５８‐７６‐１３４６

横瀬愛（長岡南小４年）
森田媛夢（韮山南小４年）
佳作

渡辺七海（大仁小４年）
誰にでもわかりやすく親しみやすい
「顔」を自然・環境をイメージする
葉っぱで表現しました
問合せ

男女共同参画講座
〜カラーコーディネート講座：配色レッスン〜
冬は寒いけど、おしゃれがとても
楽しい季節です。カラーコーディネ
ートを学んで、今年はワンランク上
のおしゃれを目指してみませんか。
（水）
●日 時 平成１９年１月２４日
１９：００〜２０：３０
●会 場 あやめ会館

市役所クリーン課

山口彩奈（大仁小４年）
土屋彩（大仁東小４年）
電話０５５‐９４９‐６８０５

辻 恵さん（カラー・イメ
（火）
●締切り 平成１９年１月３０日
ージコンサルタント）
【各講座共通】
●定 員 一般成人２０人
◆申込み 各講座の締切り日までに
３００円（教材費含む）
電話で申し込み。
●参加料 １，
●持ち物 のり･はさみ･筆記用具
◆問合せ 市役所社会教育課
（水）
電話０５５‐９４８‐１４６１
●締切り 平成１９年１月１７日
〜カラーコーディネート講座：カラー診断〜
老人福祉施設整備事業者
あなたの魅力を引き出してくれる
自分にあった色を見つけてみません
伊豆の国市では、高齢者保健福祉
か。
計画に沿って老人福祉施設の整備を
（金） 進めています。つきましては、平成
●日 時 平成１９年１月２６日
１０：００〜１２：００
１９年度に韮山地区内に老人福祉施
設（特別養護老人ホーム）の整備を
●会 場 あやめ会館
計画する事業者を募集します。
●講 師 辻 恵さん（カラー・イメ
ージコンサルタント）
●募集期間 平成１９年１月１０日
（水）まで
●定 員 一般成人２０人
●参加料 ８００円（教材費含む）
●資 格 社会福祉法人または社会
福祉法人設立予定者
●持ち物 筆記用具
（月） ＊申し込み希望の場合は、事前に連
●締切り 平成１９年１月２２日
絡をお願いします。
〜 ウォーキング講座〜
美しい歩き方で、まちをさっそう
＊提出書類は、県仕様の概要調書を
と歩く人はとても魅力的に見えます
予定しています。
よね。エレガントなのに、シェイプ
●申込み・問合せ 市役所高齢者支
アップ効果もある歩き方！あなたを
援課 電話０５５８‐７６‐８００９
美しく、健康にしてくれる歩き方を
静岡県ボランティア研究集会
学びましょう。
県内のボランティアが一堂に会
●日 時 平成１９年２月３日（土）
１３：３０〜１４：３０
し、情報交換や話し合い、ボランテ
ィア活動の学習等を目的に研究集会
●会 場 長岡体育館
を開催します。ボランティア活動に
●講 師 辻 恵さん（プロトコール
インストラクター）
すでに参加している人や関心のある
人は、ぜひご参加ください。
●定 員 一般成人３０人
（土）
●参加料 ３００円
●日 時 平成１９年２月１０日
１０：００〜１６：３０
●持ち物 室内履き（普段の服装と
靴。ミュール、ブーツは不可）
●会 場 あやめ会館多目的ホール
●定 員 ２８０人
全体会
●内 容 基調講演、分科会、
５００円
●参加費 一般１，
学生１，
０００円
（火）
●申込み 平成１９年１月２３日
までに電話で申し込み
●問合せ 静岡県ボランティア協会
電話０５４‐２５５‐７３５７
●講

新潟県中越地震などの大災害が起
こったとき、被災地ではどのような
ことが起こっていたのでしょうか？
新潟県中越地震直後に現地入りした
講師に、被災地で起こった問題を通
じて、これまで見過ごされがちだっ
た災害時に起こる問題について、語
ってもらいます。
（土）
●日 時 平成１９年１月２０日
１９：００〜２０：３０
●会 場 あやめ会館
●講 師 小宮恵理子（農林水産省
農村振興局企画部法令係長、元 内
閣府男女共同参画局総務課 国際機
関係）
●入場料 無料
●問合せ 市役所社会教育課
電話０５５‐９４８‐１４６１

荒川百花（長岡南小４年）
加藤凌也（長岡北小４年）

男女共同参画講演会
新潟中越地震が教えてくれた
「災害の盲点」

山野萌音（大仁北小４年）
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師

