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　丹那牛乳、地場産品を使用したグルメ＆ス

イーツで皆さんをおもてなしします。レストラ

ンガーデンテラスは、犬連れのお客さんもご利

用できます。

　リニューアルオープンを記念して、広報かん

なみを見たと言ったお客さんに食前酒またはグ

ラス牛乳をプレゼントします。

オープン日時／４月 27 日（土）11 時～

その他／メニューの詳細はホームページでご確

認ください。

問合先／酪農王国オラッチェ（電話：974-

4192、ホームページ：www.oratche.com）

対象／１歳～２歳ごろの子どもと親

日時／４月 23 日、５月 14 日、５月 28 日、

６月 11 日、６月 25 日、７月９日、７月 23 日、

８月６日、８月 27 日、９月 10 日、９月 24 日（全

11 回）各火曜日 10 時～ 11 時 30 分

場所／かんなみ知恵の和館内　子育てふれあ

い・地域交流センター

内容／内容は参加者で相談し企画します。初回

までに何をしたいか考えてきてください。（親

子遊び、季節の遊びなど）

募集人数／ 15 組（先着順）

参加料／ 500 円（初回徴収）

持ち物／筆記用具

申込み／４月３日（水）～４月 10 日（水）に、

福祉課（979-8133）へ電話でお申し込みくだ

さい。

　入会を希望する人は、説明会へ参加してくだ

さい。申し込みは不要です。

日時／４月４日（木）13 時 30 分

場所／函南町ふれあいセンター　講習室

対象／町内に在住する 60 歳以上の人

問合先／函南町シルバー人材センター（979-5325）

水曜日は、住民課（証明交付・パスポート交付のみ・印鑑登録）、税務課、会計課の窓口を 19 時まで延長しています。
（2013.03.15 発行）

　接種を希望される対象者は、本人と保護者が必

ず講演会を受講してください。函南中学校と東中

学校の生徒は先生から説明を受けますので保護者

のみ講演会に参加してください。ワクチンは２種

類あります。保護者は受講後、講演会会場にて接

種するワクチンを選択し、問診票を受け取ってく

ださい。（参加無料、申し込み不要）

対象／町内に住民票がある中学１年生～高校１

年生相当の女性（平成９年４月２日～平成 13

年４月１日生まれ

講演会日程／４月 18 日（木）、５月 16 日（木）

19 時 30 分 ～ 20 時 30 分、 ４ 月 21 日（ 日 ）

13 時 30 分～ 14 時 30 分

※都合の良い日に１回参加してください。

講演会場所／函南町保健福祉センター　２階多

目的研修室

接種期限／平成 26 年３月 31 日

接種回数／３回

副反応／注射した部位に一時的な腫れや痛みが

出る場合があります。全身性として疲労感・筋

痛・頭痛などの症状が出ることがあります。ご

くまれにショックやアナフィラキシー症状を含

むアレルギー反応・皮膚の腫れが発症します。

問合先／健康づくり課（978-7100）

　相談は無料で秘密を厳守します。

日時／４月 16 日（火）10 時～ 15 時

場所／函南町役場　１階第３相談室

相談員／県交通事故相談所相談員

募集人数／４人

持ち物／交通事故証明書（コピー可）、傷害事

故被害者は診断書（コピー可）、事故現場の略

図（道路幅、衝突地点、交通規制の状況など）、

双方の話し合い経過など

申込み／ ４ 月 11 日（ 木 ） ま で に、 住 民 課

（979-8110）へ電話でお申し込みください。

※時間は指定できません。

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。
（2013.03.15 発行）

　地域の講師から学ぶ「ものづくり野外体験教

室」、健康増進を目指す「運動教室」を開催し

ます。５月から土曜日に計 10 回開催します。

日時／５月から月１回土曜日（全 10 回）○も

のづくり野外体験教室：13 時～ 15 時○運動

教室：10 時～ 11 時

場所／函南町中央公民館

参加料／年間 2,000 円（保険料、材料費を含む）

対象／すべての回に参加できる人（ものづくり：小

学３年生～６年生、運動教室：小学１年生～３年生）

募集人数／各教室 30 人程度（応募者多数の場合は抽選）

その他／詳細は４月中旬に学校で配布されるチ

ラシをご覧ください。

問合先／生涯学習課（979-1733）

募集人数／若干名

雇用期日／５月 14 日（火）～（指定する火曜日・

金曜日８時 30 分～ 12 時）

業務内容／運動教室参加者の健康チェックなど

申込期限／４月 19 日（金）

応募条件／町内在住で、昭和 24 年４月２日以

降に生まれ、看護師資格のある人。

応募方法／①健康づくり課に応募してくださ

い。②函南町非常勤職員の登録がない人は、総

務課で登録を行っていただきます。③面接によ

り採用の可否を決定します。

※面接日時、決定の通知は個別に行います。

その他／勤務条件などの詳細はお問い合わせく

ださい。

申込み・問合先／健康づくり課（978-7100）

　手話唄（民謡・童謡・おどり）などの発表会

を開催します。入場無料です。

日時／４月 28 日（日）11 時～ 16 時

場所／函南町中央公民館　大ホール

問合先／後藤義造（978-8751）

　歌や合唱に興味のある小・中学生の皆さん、

仲間と一緒に歌を歌いませんか。参加無料です。

練習日／毎週土曜日 17 時～ 19 時 30 分

場所／函南町中央公民館

対象／小学生～中学生

講師／半田和世

その他／函南町文化祭や三島市民合唱祭など、

年間数回の発表会に出演します。見学希望者は、

練習日に会場までお越しください。

問合先／生涯学習課（979-1733）

　「ハッピー・キッズ」は、親子で季節の行事

やリトミックを楽しみながら、ふれあいを目的

として作られた、ボランティアの人たちが運営

する子育てサークルです。申し込み不要です。

活動日／毎週水曜日 10 時～ 12 時

※初回４月 10 日（水）予定。

場所／函南町中央公民館　多目的ホール　

対象／就園前の乳幼児とその保護者

参加料／年間保険料 300 円（初回のみ）、月会

費 500 円

その他／参加を希望される人は、直接会場にお

越しください。

問合先／森多美子（979-2305）

　「なぎなた」は左右対称の動作を行い、健康

増進と心身鍛錬を目指す日本古来の武道で、男

女や年齢を問わず誰にでもできる生涯スポーツ

です。体験も可能です。直接会場にお越しくだ

さい。

日時／４月 18 日～６月 27 日までの毎週木曜

日（全 10 回）14 時～ 16 時

場所／函南町体育館　２階卓球室

受講料／ 1,000 円（全 10 回分）

問合先／齋藤（979-0462）金森（978-2269）

巡回交通事故相談
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