動物愛護ボランティア
意見交換会
県では、人と動物が共生する社会を目指し、

朗読サークル ｢ 言の葉 ｣
朗読発表会
芸術の秋、朗読を聞いてみませんか。入場

平成 20 年３月に ｢静岡県動物愛護管理推進計

料無料、申し込み不要です。

画｣ を公表しました。この計画を皆さんに知っ

日時／ 10 月 24 日（日）13 時 30 分〜 15 時 45 分

ていただき、またボランティアの皆さんによる

場所／函南町役場１階

意見交換や、ボランティアに興味のある人への

入口をご利用ください。

紹介を目的に意見交換会を開催します。

演題／高瀬舟、星の王子様、木の祭りなど

日時／ 10 月８日（金）13 時 30 分〜 15 時 30 分

問合先／小杉（978-3132）

場所／東部総合庁舎別棟２階

町民ホール

※西側

会議室（沼津

その他／お車でのご来場はご遠慮ください。

（社）静岡県不動産鑑定士協会
不動産無料相談会

申込み／ 10 月１日（金）までに、函南町環

日時／ 10 月１日（金）10 時〜 16 時（受付

境衛生課（979-8112）へお申し込みください。

15 時 30 分まで）

問合先／東部保健所衛生薬務課（920-2102）

場所／沼津市役所７階

静岡県健康福祉部衛生課（054-221-2448）

市御幸町 16-1）

市高島本町 1-3）

701 会議室（沼津

内容／不動産の鑑定評価、価格、賃料、売買、

函南町シルバー人材センター
会員

交換、借地、借家、相続、贈与、その他不動

入会を希望する人は、次のとおり説明会へ

その他／静岡市役所、浜松市役所でも開催し

産に関すること

参加してください。参加料は無料です。

ます。

日時／ 10 月６日（水）13 時 30 分

問合先／（社）静岡県不動産鑑定士協会

場所／函南町ふれあいセンター

講習室

（TEL054-253-6715

FAX054-253-6716）

対象／町内に在住する 60 歳以上の人
申込み／不要
問合先／函南町シルバー人材センター
（979-5325）

就職面接会
高校生 JOB フェア
静岡労働局、ハローワーク、静岡県では、
企業採用担当者との個別面談方式による就職

あざれあ
企業ガイダンス 2012
従業員のワーク・ライフ・バランスなど男

面接会を開催します。入場料は無料です。参
加を希望する生徒は、事前に学校とご相談く
ださい。

女共同参画を積極的に推進する「男女共同参

日 時 ／ 11 月 11 日（ 木 ）13 時 30 分 〜 15

画社会づくり宣言事業所」による学生を対象

時 30 分

とした企業説明会です。申し込み不要、入退

場所／キラメッセ沼津

場自由です。

対象／県内へ就職を希望している平成 23 年３

日時／ 10 月 16 日（土）13 時〜 16 時

月新規高校卒業予定生徒、就職指導担当教諭

場所／あざれあ（静岡市駿河区 1-17-1）

その他／参加予定企業は 11 月４日（木）前

対象／ 2012 年３月に卒業予定の大学生・短

後から静岡労働局ホームページで公開予定

大生・専門学校生など

問合先／静岡労働局

問合先／県男女共同参画課（054-221-2824）

職業安定課

（054-271-9962）
広報
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マイバックを持ち歩いてごみの減量を心がけましょう。

ｉ ｎ ｆ ｏ ｒ ｍ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ

田方地区特別支援学級
特別支援のあしあと（学習活動展）
写真や作品で特別支援学級の学習活動を紹

函南町社会福祉協議会
在宅介護者のつどい「茶話会」
在宅で介護している人、お茶を飲みながら

介します。入場料無料、申し込み不要です。

日頃の悩みや介護について、皆でお話してみ

お気軽にお越しください。

ませんか。申し込みは不要です。

日時／ 10 月 16 日（土）〜 10 月 18 日（月）

日時／ 10 月２日（土）10 時〜 12 時

９時〜 16 時（最終日のみ 14 時終了）

場所／函南町保健福祉センター

場所／函南小学校

参加／町内で在宅介護をしている人

体育館

その他／ 10 月 18 日（月）には、特別支援

問合先／函南町社会福祉協議会（978-9288）

学級の児童生徒が集まり、ゲームや学習成果
の発表（演奏・歌など）をする「田方地区な
かよし交流会」も開催します。
問合先／田方教育研究会特別支援教育部

函南町社会福祉協議会
ボランティア講座「手話入門教室」
聴覚障害者と一緒に、日常会話表現や指文字な
ど手話を習ってみませんか。参加料は無料です。

（0558-76-1074）

日時／ 10 月 27 日（水）
、11 月 10 日（水）、

静岡地方裁判所沼津支部
法の日週間行事
10 月の「法の日週間」に、簡単な模擬裁判・

11 月 17 日（水）19 時〜 21 時（全３回）
場所／函南町保健福祉センター
講師／かんなみ聴覚障害者の会会員

制度説明・法廷見学会を行います。この機会

対象／ 20 歳以上

に、模擬裁判員を経験してみませんか。法服

募集人数／ 20 人（先着順）

の試着もできます。参加料は無料です。

持ち物／筆記用具

日 時 ／ 10 月 20 日（ 水 ）13 時 30 分 〜 15

申込み／ 10 月 20 日（水）までに、函南町

時 30 分

社会福祉協議会（978-9288）へ電話でお申

場所／静岡地方裁判所沼津支部

刑事棟

し込みください。

募集人数／ 30 人（先着順）
申込み／ 10 月１日（金）〜 10 月 19 日（火）
までに、静岡地方裁判所沼津支部（931-6000）
へ電話でお申し込みください。

NPO 法人函南町体育協会杖道部
無料体験教室、見学会
杖道とは、やり、なぎなた、太刀の長所を
取り入れた武道で、年齢性別を問わず楽しめ

25

函南町消防・防災フェア

る生涯スポーツです。参加料無料、申し込み

クイズや体験などで、楽しく函南町消防団や田

日時など／①体験教室：10 月２日（土）、10

方北消防署の活動を知っていただけるフェアです。

月 ９ 日（ 土 ）、10 月 16 日（ 土 ）19 時 30 分

日時／ 10 月 3 日（日）10 時 30 分〜 14 時 30 分

〜 21 時 函南中学校体育館剣道場、②見学会：

場所／函南町役場

10 月 17 日（日）10 時〜 12 時

駐車場 ※雨天の場合、

不要です。どなたでも参加できます。

桑村小学校

函南中体育館で内容を一部変更し実施。

体育館 師範による特別指導があります

内容／消防団と幼稚園児の分列行進、チビッ子消防

その他／タオル・飲み物を持参のうえ、動き

隊訓練披露、防災クイズ、子どもしゃぎり演奏など

やすい服装でお越しください。不開催の場合

その他／駐車場に限りがあります。

がありますので事前にお問い合わせください。

問合先／総務課（979-8102）

問合先／大城（978-5024）

広報

（2010.9.15 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。

