NHK 学園
生涯学習通信講座

人権・行政相談

案内書を無料でお送りします。お気軽にご

相談は無料で、秘密を厳守します。

請求ください。

日時／３月 15 日（火）10 時〜 12 時（受付 11

○通年募集：生涯学習通信講座（趣味から資

時 30 分まで）、13 時〜 15 時（受付 14 時 30 分まで）

格まで 200 コース以上）です。募集期限は

場所／函南町役場５階

ありません。

内容／①人権相談：家庭での虐待や暴力、近

○コミュニティ・ボランティア専攻：認知症

所・親戚からの嫌がらせや差別など、②行政

の理解、地域福祉、児童福祉、介護など、多

相談：国の行政に関わるもの（保険・年金手

彩な科目を学べます。募集期限は３月 22 日

続き、長時間労働や不当解雇、河川管理や道

（火）です。

第１・２会議室

路管理への要望・苦情など）※人権問題・行

問 合 先 ／ NHK 学 園（042-572-3151） 案 内

政問題に発展しそうなこともご相談ください。

書請求フリーダイヤル（0120-06-8881）

相談員／人権擁護委員、行政相談委員
申込み／当日会場でお申し込みください。

静岡県労働者福祉協議会
第 61 回静岡県勤労者総合美術展
応募は１人１点、未発表作品に限ります。
募集作品／絵画（油絵、水彩画、版画、日本
画、水墨画など）、書、写真、手工芸など

問合先／住民課（979-8110）

子育て相談会
子育て現場に長年携わってきた経験豊かな

対象／静岡県内で働く方

相談員が、子育ての相談をお受けします。参

応募方法／ 2 月 28 日（月）〜 3 月 18 日（金）

加料無料、申し込み不要です。

に、労働金庫本 ･ 支店の窓口にある申込書に

日時／３月 19 日（土）10 時〜 12 時

より応募してください。

場所／函南町西部コミュニティセンター

問合先／静岡県労働者福祉協議会（054-221-6241）

相談員／子育てサポーターリーダー（県認定）
内容／子育ての相談、情報交換

静岡県精神保健福祉協会
こころの講演会
身近な人の自殺によって苦しんでいる残さ
れた家族に対して、周囲は何ができるのかを

対象／乳幼児〜小学生の保護者・養育者
その他／小さな子どもが遊べる施設がありま
す。
（託児はありません）
問合先／山崎理枝（979-0450）

考えるための講演会。参加料は無料です。
日時／３月５日（土）13 時 30 分〜 14 時 30 分
場所／静岡県東部総合庁舎別棟２階

会議室

（沼津市高島本町 1-3）

静岡県司法書士会
賃貸トラブル 110 番
賃貸トラブルの解決を目指して電話相談、

内容／演題「自死遺族の現状と社会の役割〜

面接相談を無料で行います。相談料は無料、

想いを語ること・傾聴の大切さ〜」講師：涌

予約は不要です。お気軽にご相談ください。

井真弓（秋田グリーフワークケア研究会代表）

日時／３月 27 日（日）10 時〜 17 時

その他／個別相談会の時間もあります。

内容／面接相談：静岡県司法書士会館（静岡

申込み／３月４日（金）までに、静岡県精神

市駿河区稲川 1-1-1）、電話相談：相談ダイ

保健福祉協会（090-2687-2785）へ電話で

ヤル（054-289-3704）

お申し込みください。

問合先／静岡県司法書士会（054-289-3700）
広報

（2011.02.15 発行）

水曜日は、住民課（証明交付のみ）
、税務課、会計課の窓口を 19 時まで延長しています。
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伊豆肝友会
「肝臓とやさしくつきあうには」講演会

NPO 法人函南町体育協会武術太極拳部
無料体験教室

肝臓は血液の巨大リサイクル工場といえる

太極拳は男女を問わず、年齢や体力に応じ

大切な臓器です。ユーモアを交えて肝臓との

て、どなたでも楽しめる生涯スポーツです。

付き合い方をお話します。入場料無料、申し

日時／①函南町体育館：３月１日〜３月 22

込みは不要です。

日の毎週火曜日
（全４回）
13 時 30 分〜 15 時、

日時／３月５日（土）13 時 30 分〜 16 時

②函南小学校体育館：３月３日〜３月 24 日

場所／アクシスかつらぎ（伊豆の国市古奈 255）

の毎週木曜日（全４回）19 時 30 分〜 21 時

講師／市田隆文（順天堂大学静岡病院消化器内科長）

対象／どなたでも

問合先／古瀬秀樹（977-1054）

募集人数／各 20 名（先着順）
その他／体育館シューズ、タオル、飲み物を

函南東サッカースポーツ少年団
平成 23 年度の新入団員
サッカーを通じ、子どもの健全な心身の育
成を目指し活動しています。サッカー好きで

持参のうえ、動きやすい服装でおこしくださ
い。会場は変更になる場合があります。
申込み／各開催日前日までに、尾島（975-4891）
へ電話でお申し込みください。

興味のある少年少女、思い切りボールを蹴っ
て一緒に楽しんでみませんか。詳しくは電話

カレッジ・in・かんなみ

または練習会場でお問い合わせください。
日時／毎週土曜日

13 時〜 17 時（その他

「ふるさと伊豆そして静岡の知的再発見」を

練習試合などは休日に行います）

テーマに、今回は伊豆地域の観光振興につい

場所／東小学校グラウンド

て学びます。受講料無料、申し込み不要です。

対象／町内在住の新小学１年生〜６年生男女
町中央公民館

日時／３月 26 日（土）14 時〜 16 時
こちらに掲載されていたカレッジ・
場所／函南町中央公民館 多目的ホール
in・かんなみは中止になりました。
演題／今、なぜ観光振興か〜伊豆地域の観光

問合先／芹澤（979-7079）大川（978-9577）

の現状と観光振興について〜

説明会／３月 26 日（土）18 時 30 分

函南

講師／狩野美知子（静岡大学人文学部経済学

函南サッカースポーツ少年団
平成 23 年度の新入団員
サッカーが好きで興味のある子、広いグラウ

科助教）
対象／成人（対象年齢外も聴講自由）
問合先／生涯学習課（979-1733）

ンドで思い切りボールを蹴りたい子、参加して
みませんか。経験豊富なコーチ陣が指導します。

函南町中央公民館図書室
ファミリー読書教室

詳しくは電話でお問い合わせください。
日時／毎週第２・第４土曜日：８時 30 分〜
11 時 30 分、第１・第３・第５土曜日：13

日時／３月 19 日（土）13 時 30 分〜 15 時

時 30 分〜 16 時 30 分

場所／函南町中央公民館２階

場所／肥田簡易グラウンド

内容／絵本の読み聞かせ
「ハムスターのハモ」

対象／町内在住の小学生
説明会／３月５日（土）18 時
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参加料無料、申し込み不要です。
和室

「じごくのそうべえ」
「いただきますあそび」
、
函南町西部

紙芝居、詩の朗読、手遊び、折り紙など

コミュニティセンター

問合先／函南町中央公民館図書室（生涯学習

問合先／平松（978-0020）川口（979-7404）

課内

広報

979-1733）

（2011.02.15 発行）

役場の業務時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く 8 時 30 分〜 17 時 15 分です。

