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｢真友」
鏑木蓮　講談社　
　「父さんが殺された。親
友の父親に」　刑事による
警官殺し事件が起き、親
友だった２人の人生は激

変する。仇討ちを誓った少年は刑事に。世間
を敵にまわした少年は裏側の世界に。２人の
人生は２度と交差しないはずだったが…。

開室時間／９時～ 16 時 30 分
休 室 日 ／毎週月曜日（祝日と重なる時は
その翌日も休み）、第３日曜日、国民の祝日、
年末年始

問合先／函南町中央公民館図書室（生涯学習課内／ 979-1733）函南町上沢 81

「親
しんらん

鸞 激動篇 上・下」
五木寛之 　講談社
　流罪の地・越後へ向かっ
た親鸞は、異様な集団の
動きに巻きこまれる－。
流刑者として越後に送ら

れたのち、関東で家族とともに暮らした時代
の親鸞を描く。全国 44新聞での連載に加筆
修正し書籍化。

荒れ狂う波にも似た激動の物語

今
月
の
３
冊 「ニコとねずみのすてきなせかい」

作：マンフレート・マイ　絵：ヨッヘン・シュトゥーアマン
訳：斉藤洋　フレーベル館
　力は強いが、身の回りのことしか知らなかったネコと、小
さくて弱いが、広い世の中を知っているネズミ。２匹が出会っ
たとき、新たな “せかい ” が幕を開け…。ドイツの絵本。

“ せかい ” はもっとおもしろい！

一気読み必至、会心の感動ミステリー

平成 24 年度版　函南町健康スポーツマップ

　健康増進のために、このマップを活用しましょう。紹介する団体は、１月までに申し込みいただい
た中から函南町介護予防研修会で決定しました。新たに掲載を希望する団体はお問い合わせください。
　活動は、団体の責任で実施していますので、保険の加入等の詳細は各団体にお問い合わせください。

　「道化師の蝶」（円上塔　講談社）、「共喰い」（田
中慎弥　集英社）の２作品が芥川賞を、「蜩ノ記」（葉
室麟　祥伝社）が直木賞を受賞しました。３作品と
も図書室に蔵書しています。貸出中の場合もありま
すので職員にお尋ねください。

第 146回芥川賞・直木賞受賞作品を
読んでみませんか

問合先／生涯学習課（979-1733）
　　　　福祉課（979-8126）
　　　　健康づくり課（978-7100）

協　力／函南町地域包括支援センター
　　　　函南町社会福祉協議会
　　　　静岡県総合健康センター

13 ページ～ 16ページで紹介しています。

広報から取り出してご利用ください。

団　体　名 日　時 場　所 料　金 内容・その他 問　合　先

函南町スポーツ推進委員会 保険料のみ ミニテニスなどの
ニュースポーツ

函南町スポーツ推進委員会
（979-1733）

グループスマイル 毎週火曜日
13 時 30 分～ 15 時

月 2,000 円
軽いエアロビ・
ストレッチ

辻はる江
（978-9629）

やさしいエアロビック教室 毎週火曜日
10 時～ 11 時

月３回
1,500 円

音楽と共に有酸素運動・
ストレッチを楽しむ

小山さとみ
（978-6527）

スタジオレッスン・ヨガ 第１・第３水曜日
10時 15 分～ 11 時、11 時 15 分～ 12 時
第１・第３金曜日
10時 15 分～ 11 時、11 時 15 分～ 12 時

入館料
大人３時間 700 円

入館料
大人３時間 700 円

きれいを目指すヨガ・
ゆったりヨガの 2コース

湯～トピアかんなみ
（970-0001）

湯～トピアかんなみ
（970-0001）

スタジオレッスン・ピラティス
シンプルピラティス、
ボールピラティス

水中運動教室 入館料
大人３時間 700 円

湯～トピアかんなみ
（970-0001）

毎週月曜日：11 時～ 11 時 45 分、
毎週木曜日：11 時～ 11 時 45 分、
13 時 30 分～ 14 時 15 分、
毎週金曜日：13 時 30 分～ 14 時
15 分、18 時 30 分～ 19 時 15 分

①身体すっきりエクサ
サイズ②らくらくアクア
③エンジョイアクア
④わくわくアクアビクス
⑤リフレッシュアクア

うたごえ運動教室
毎週木曜日
10 時～ 11 時 30 分

月 1,000 円
歌・体操を
みんなで楽しむ

田迎方夫
（090-4799-4557）

田迎方夫
（090-4799-4557）

田迎方夫
（090-4799-4557）

月 1,000 円

月 1,000 円活力アップ運動教室（上沢）

活力アップ運動教室（間宮）毎週木曜日
13時～ 14 時 30 分、14 時 45 分～ 16 時 15 分

毎週月曜日
10時～ 11 時 30 分、13 時 30 分～ 15 時

ステップ台を使った
体操・筋トレ・脳トレ

ステップ台を使った
体操・筋トレ・脳トレ

函南町楽友会
月１回　土曜日
19時 30 分～ 21 時 30 分

年 2,000 円
大きくて柔らかいボールを
使用する、ヘルスバレーボール

鈴木孝昌
（979-0347）

マウロア　フラ　スタジオ
第２・第４木曜日
19時 30 分～ 21 時

１回 1,200 円
自分に合わせて体を
動かせるフラダンスです

浅井里美
（969-2226）

アロハ　アイカーネ（４グループ）

第１・第３月曜日
10時 30 分～ 12 時、13 時 30 分～ 15 時
第１・第３木曜日
13時 30 分～ 15 時、15 時～ 16 時 30 分

１回 1,500 円
フラダンス
心身共に癒されます
男性も歓迎です

杉山亜威子
（978-6073）

かんなみ生涯学習塾 １回 500 円 各種運動教室
生涯学習課
（979-1733）

詳細は
お問い合わせください。

詳細は広報４月号
に掲載予定。

いずれか

番　号

こども医療費補助制度の拡大
問合先／健康づくり課（978-7100）

　４月１日以降の診療分より、通院医療費の補助が
中学生３年生まで拡大を予定しています。
　これに伴い、平成９年４月２日～平成 12年４月
１日生まれの人は、４月から受給者証が新しくなり
ます。３月 31日（土）までに新しい受給者証を送
付しますので、受給者証が届きましたら、古い受給
者証の破棄をお願いします。
　現在、受給者証をお持ちでない人は申請が必要で
す。送付した案内に従い手続きを行ってください。

平成 24 年３月 31 日まで 平成 24 年４月１日から

入院 入院

通院 通院
対象年齢

中学生３年生まで 中学生３年生まで

小学生６年生まで 中学生３年生まで

（旧） （新）

※　保険診療以外の医療費についての補助はありませんので
　　自己負担となります。


