平成 24 年度
「かんなみ生涯学習塾」講師

臨時職員（栄養士）

函南町教育委員会では、毎年、
「かんなみ

募集人数／若干名

試験日／ 11 月 25 日（金）

「女性の人権ホットライン」
強化週間
夫やパートナーからの暴力、職場でのセク

業務内容／栄養相談業務、献立作成、栄養に

生涯学習塾」を開設しています。あなたの知

募集科／機械、電子、情報、設備、建築

ハラ、ストーカーなどに困っていたら、１人

ついての講義

識・技能を生かし、この塾で講師をしてみま

対象／おおむね 30 歳までの人

で悩まず、ご連絡ください。

応募資格／栄養士または管理栄養士の資格を

せんか。

募集人数／各科 20 人（選考）

期 間 ／ 11 月 14 日（月）～ 11 月 20 日（日）8

有する人（年齢不問）

応募資格／知識、技能、職業体験、学習成果

費用／ 2,200 円（検定料）

時 30 分～ 19 時 ※土曜日・日曜日 10 時～ 17 時

期間／ 11 月 14 日（月）～平成 24 年３月 30 日（金）

をもとに指導または講義できる内容をお持ち

申込み／ 11 月 18 日（金）までに沼津テクノ

電話／ 0570-070-810

その他／面接日時や雇用条件は申し込み時に

の人。人に教えたり、伝えたりすることを生

カレッジ（925-1071）へお申し込みください。

問合先／静岡地方法務局人権擁護課（054-254-3555）

お知らせします。

きがいとして活動できること。

問合先／静岡県職業能力開発課（054-221-2822）

申込み・問合先／ 11 月１日（火）までに健康

学習方法／短期に学習が終了するもの、また

づくり課（978-7100）へお申し込みください。

は継続して学習するもの。
その他／内容によって開設できない場合があ

チャレンジ（寿）大学
受講料無料、申し込み不要です。
日時／ 11 月 10 日（木）９時 30 分～ 11 時 30 分

ります。学習ボランティア（住民や学校の要

あざれあ企業ガイダンス
入場無料、申し込み不要です。

静岡県立静岡がんセンター
出張がんよろず相談
日時／ 12 月 16 日（金）13 時～ 16 時
場所／函南町保健福祉センター

望に応じて学習指導してくださる人）の人材

日時／ 12 月３日（土）13 時～ 16 時 30 分

対象／東部健康福祉センター管内の住民で、

登録を、常時受け付けしていますので、併せ

場所／静岡県男女共同参画センターあざれあ

がんに関する相談を希望される人

（静岡市駿河区馬渕 1-17-1）

てご連絡ください。

内容／専門スタッフによる対面相談など

申込み・問合先／ 11 月 25 日（金）までに生

対象／県内で将来就職を希望する学生（大学、

相談人数／５組（先着順）

演題／花のある生活～身近な植物について～

涯学習課（979-1733）へご連絡ください。後

大学院、短期大学、専門・専修学校の学生）

申 込 み・ 問 合 先 ／ 11 月 21 日（ 月 ） ～ 12

講師／幸野修己（花咲くしずおかアドバイザー）

日面接で内容や方法などを具体的に検討します。

内容／企業が学生に、働きやすい職場づくり

月 2 日（金）までに、静岡県立静岡がんセ

や女性登用促進、業務内容、将来の採用計画

ンターよろず相談（989-5392）へお申し込

などを説明します。

みください。

場所／函南町中央公民館

多目的ホール

対象／ 60 歳以上（対象年齢外も聴講自由）
持ち物／筆記用具
その他／しずおか県民カレッジとの連携講
座。５回以上出席者には修了認定をします。
問合先／生涯学習課（979-1733）

ファミリー読書教室

問合先／静岡県男女共同参画課（054-221-2824）

親子で読書に親しんでみませんか。
紙芝居、
手遊びなどもあります。参加無料、申し込み
不要です。お気軽にご参加ください。

函南町シルバー人材センター
SP 事業、造園緑化サービス講習会

日時／ 11 月 19 日（土）13 時 30 分～ 15 時

人権・行政・法律相談
相談無料で、秘密を厳守します。お気軽に

東日本大震災復興支援
チャリティー映画会
未来に残したい、子どもに伝えたい、お菓
子が紡ぐ希望の物語です。

ご相談ください。

日 時 ／ 11 月 27 日（ 日 ）10 時 30 分、14

絵本／「おまたせクッキー」
「かぜがふいて

日時／ 11 月 15 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時（受

時からの２回上映

安定所において、求職登録をした 55 歳以上

きた」
「宝の下駄」

付９時 30 分～ 11 時 30 分、12 時 30 分～ 14 時 30 分）

場所／函南町中央公民館

の人を対象に受講生の募集を行います。受講

問合先／生涯学習課（979-1733）

場所／函南町役場

県内在住で就職・就業を希望する公共職業

場所／函南町中央公民館

２階和室

料無料です。
日時／ 11 月７日（月）～ 11 月 15 日（火）
９時～ 16 時
場所／函南町ふれあいセンター
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講習室など

函南町シルバー人材センター
入会を希望される人は、説明会へ参加して

５階第１・２会議室

大ホール

題名／エクレールお菓子放浪記

内容／①人権相談：子どもへの虐待、パート

チケット／【前売券】一般 1,000 円、
【当日券】

ナーからの暴力、嫌がらせや差別など、②行

一般 1,500 円、小中高生 800 円。（小中高生は

政相談：国の仕事に関する要望や苦情など、

当日券のみ）函南町社会福祉協議会、函南町中

③法律相談：離婚、相続、遺言、サラ金など

央公民館で 11 月１日（火）より販売します。

募集人数／ 20 人（先着順）

ください。申し込みは不要です。

※その他人権問題・行政問題に発展しそうな

その他／前売り券は、入場券１枚につき 30

内容／樹木の剪定などの基本的知識、実践

日時／ 11 月２日（水）13 時 30 分

ことも、一人で悩まず相談してください。

円を東日本大震災の被災地に義援金として寄

申込み・問合先／ 11 月１日（火）までに、

場所／函南町ふれあいセンター

相談員／人権擁護委員、行政相談員、弁護士

付します。

函南町シルバー人材センター（979-5325）

対象／町内に在住する 60 歳以上の人

申込み／当日会場でお申し込みください。

問合先／函南町社会福祉協議会

へお申し込みください。

問合先／函南町シルバー人材センター（979-5325）

問合先／住民課（979-8110）

行委員会事務局（978-9288）

広報

（2011.10.14 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。

講習室

広報

映画上映実

（2011.10.14 発行）
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水曜日は、
住民課
（証明交付・パスポート交付のみ）
、
税務課、
会計課の窓口を 19 時まで延長しています。

