第 26 回丹那盆地まつり
日時／ 11 月 12 日（土）９時 30 分～ 15 時

肝臓病に良い食事
必要な食事について講演会
入場無料、申し込み不要です。

平成 23 年分年末調整・青色
決算等説明会

10 月から原付・二輪車（一部の車種を除く）

事前に送付される年末調整関係書類をご持

日時／ 11 月 20 日（日）13 時 30 分～ 16 時

は、リサイクル料金の払い込みが不要になりま

参ください。（平成 23 年分から青色決算書

内容／地場産品販売、投げ餅、牛乳早飲み、模擬店など

場所／中郷文化プラザ（三島市梅名 353-1）

す。原付・二輪車を処分したい場合は直接指定

用紙は、確定申告用紙等に同封されます）

その他／無料シャトルバスをご利用くださ

講師／市田隆文（順天堂大学医学部附属静岡病院医師）など

引取窓口へ持ち込むか、廃棄二輪車取扱店へお

い。（大場駅・役場駐車場から運行）

問合先／伊豆肝友会

場所／酪農王国オラッチェ

中庭広場

古瀬（977-1054）

問合先／ JA 函南東部（974-0011）

第 19 回 JA 三島函南農業祭

子どものフラワーアレンジメント
教室作品展示会
季節や行事に合わせたフラワーアレンジメン

日時／ 11 月 20 日（日）９時～ 14 時

トの作品展を開催します。生徒たちの作品の

場所／ JA 三島函南直売所フレッシュ、農機

数々をお楽しみください。入場は無料です。

具センター（旧函南町役場跡）

日時／ 11 月 14 日（月）～ 11 月 17 日（木）９時～ 17 時

内容／地場野菜の販売、投げ餅、農機具の展

場所／函南町中央公民館

示・販売、各種模擬店など

問合先／生涯学習課（979-1733）

問合先／ JA 三島函南

玄関ホール

2011「健康と秋の収穫まつり」

書類に不足がありましたら、説明会場また

問い合せください。※廃棄二輪車取扱店への処

は税務署でお受け取りください。

分依頼には運搬料金が必要になります。

年末調整等説明会（法人及び個人の源泉徴収義務者）

近隣指定引取窓口／セキトランスシステム㈱営業

日時／ 11 月 25 日（金）10 時～ 11 時 30 分

センター 駿東郡長泉町納米里 515-1（988-6868）

場所／アクシスかつらぎ（伊豆の国市古奈 255）

問合先／二輪車リサイクルコールセンター（03-3598-8075）

青色決算等説明会（個人の青色申告者）
日時／ 11 月 25 日（金）13 時 30 分～ 15 時
場所／アクシスかつらぎ（伊豆の国市古奈 255）

平成 23 年度
銃砲刀剣類登録審査会

問合先／三島税務署（987-6711）音声ガイ
ダンスに従い「２」を選択

銃砲刀剣類発見届を警察署に提出後、速や

（年末調整等説明会は、法人課税部門へ、青

かに登録してください。平成 23 年度の東部

色決算等説明会は、個人課税部門へ）

地区での審査は今回が最後です。

農業祭実行委員会事

務局（総務課内 971-8211）

伊豆ハイキングクラブ
秋の公開ハイキング
日時／ 11 月６日（日）６時～

※雨天中止

日時／刀剣類のみ 11 月８日（火）９時 30 分～ 12 時
場所／東部総合庁舎（沼津市高島本町 1-3）

里親になりませんか
～ 10 月は里親月間です～

持ち物／登録する刀剣類、警察署が交付した

さまざまな事情により家庭に恵まれない子

場所／西沢渓谷（歩行時間４時間）

刀剣類発見届出済証、身分証明書、登録申

募集人数／ 40 人

請書（会場にも用意します）
、登録審査手数

どもにあたたかい家庭生活の体験機会を提供

秋の収穫体験と食農や健康増進プログラムに

参加費／ 3,500 円（保険料・バス代）

料（新規登録料１件 6,300 円）

してくれる里親を求めています。

参加しましょう。入場無料です。

集合場所／函南町役場南側・三島楽寿園北口

問合先／静岡県教育委員会文化財保護課

日時／ 11 月５日（土）９時～ 16 時

申込み・問合先／ 11 月１日（火）までに

11 月６日（日）９時～ 15 時

水口文具店（978-3192）へお申し込みください。

広大な自然環境に恵まれた大仁瑞泉郷で、

場所／大仁瑞泉郷（伊豆の国市浮橋 1606-2）
内容／自然農法の野菜の販売、野菜の展示即

里親には委託期間や目的により４種類あり、児
童相談所を通じてお願いする子どもを決定しま

（054-221-3158）

す。養育中は定められた養育に必要な経費が支払
われます。申し込みは随時受け付けています。

町外に在住している
新成人の皆さんへ

問合先／福祉課（979-8127）、静岡県こど

平成 24 年度・25 年度 学校等給食
用物資供給指定店の申請受け付け

函南町に住民登録がない成人式出席希望者

函南町立学校等給食運営委員会では、町内

は成人式への出席手続きをお願いします。締

小学校・中学校・幼稚園の給食用物資供給指

切日以降も受け付け可能ですが、成人者名簿

定店の申請を受け付けます。

に名前を掲載することはできません。

契約期間／２年（平成 24 年４月１日～平成 26 年３月 31 日）

日時／平成 24 年１月８日（日）10 時 30 分～

柏谷公園の自然に触れながら、秋の収穫体

その他／現在給食物資納入業者には申請書類

場所／函南町中央公民館

験と食農や健康増進プログラムに参加しま

を送付します。新規申請の場合、函南町内を優

申込み／ 11 月 25 日（金）までに、名前、

皆さんも、まずは家庭の中で「あいさつ」を

しょう。入場無料です。

先とします。詳しくは申請書をご覧ください。

住所（案内の送付先）、生年月日、電話番号、
「成

交わしてみましょう。

日時／ 11 月 26 日（土）10 時～ 14 時

申込み・問合先／申請書に必要事項を記入

人式出席希望」と記入のうえ、はがきまたは、

場所／ふれあい瑞泉郷（柏谷公園時計台付近）

のうえ、12 月２日（金）までに学校教育課

生涯学習課窓口へお申し込みください。

を交わしてみてください。地域の子どもは、

内容／自然農法の野菜の販売、お抹茶、生け花体験など

（979-8121）へ提出してください。
（申請書

問合先／生涯学習課（979-1733）

地域で育み、地域の大人が守りましょう。

〒 419-0122

問合先／生涯学習課（979-1733）

売、自然食の模擬店など
問合先／大仁瑞泉郷まつり実行委員（0558-79-1118）

函南自然農法の会
「秋のふれあい収穫まつり」

問合先／函南自然農法の会事務局（979-4837）
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原付・二輪車のリサイクル
システムが変わります

広報

は学校教育課にあります）

（2011.10.14 発行）

ボイス・キュー（FM77.7MHz）で函南町からのお知らせをお聞きになれます。

函南町上沢 81

も 家 庭 課（054-221-2922)、 東 部 児 童 相 談
所（920-2083）

11 月４日は函南町あいさつ
運動の日です
町では、
「あいさつ運動」を推進しています。

地域で出会った人にも、進んで「あいさつ」

広報

（2011.10.14 発行）

マイバックを持ち歩いてごみの減量をこころがけましょう。
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