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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。

　AED（自動体外式除細動器）を使用した心肺

蘇生法、止血法などの講習を行います。

日時／ 11 月 10 日（土）９時～ 13 時

場所／田方消防本部３階　研修室（伊豆の国市

白山堂 327-1）

対象／函南町・伊豆の国市・伊豆市に在住また

は在勤している人

募集人数／ 50 人（先着順）

申込み／ 10 月 13 日（土）～ 11 月３日（土）に、

消防署窓口でお申し込みください。

その他／募集人数に限りがあるため、事前に電

話でお問い合わせく

ださい。

問合先／田方北消防

署（978-0119）

　行政相談では、国の行政（年金、河川などの

管理、雇用、道路などの仕事やその手続き、サー

ビスなど）について苦情、要望、問い合わせな

どを聞き、解決の促進を図ります。

　行政相談委員（総務大臣が任命した民間の有

識者）が窓口になり、毎月の人権・行政・法律

相談でも相談をお受けしていますが、行政相談

員に直接相談することもできます。

　相談内容など秘密を厳守します。安心してご

相談ください。

人権・行政・法律相談／毎月 15 日　10 時～

15 時　函南町役場　５階第１・２会議室

※土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌平日

行政相談委員／山田修一（間宮 804-4　電話

978-5103）、三井田初枝（肥田 927-10　電話

978-7071）

その他／静岡行政評価事務所　電話：0570-

090110（PHS、IP 電 話 な ど で 利 用 で き な

い 場 合 は、054-254-1100 へ お か け く だ さ

い）FAX：054-254-6513、インターネット：

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/

soudan.html でも行っています。

問合先／住民課（979-8110）

　高齢者と同居しているご家族や介護について知

りたいという人のために介護の基礎や福祉用具に

ついて学ぶ教室を開催します。参加無料です。

日時／ 10 月 27 日、11 月 17 日、12 月８日（各

土曜日）10 時～ 11 時 30 分

場所／函南町保健福祉センター　多目的研修室

内容／第１回：「介護の基本」、第２回：「福祉用

具の種類と活用」、第３回：「介護予防のポイント」

講師／しずおか健康長寿財団　介護実習普及課職員

募集人数／各回 30 人程度（先着順）各回の申

し込みも可。

申込期限／各回とも開催日の７日前まで（定員

になり次第締め切り）

申込み・問合先／函南町社会福祉協議会（978-9288）

　５枚綴りのチケットとマップを

片手に三島の街を食べ歩くイベン

トです。参加店舗がバルメニュー

を用意し、チケット１枚で１ドリ

ンクと自慢の一皿を楽しめます。

日時／ 10 月 13 日（土）12 時～

各店舗の閉店時間まで○オープニ

ングセレモニー 17 時～（三島商

工会議所１階 TMO ホール）

場所／三島市内の参加店舗

チケット料金／１冊（５枚綴り）

前売り：3,500 円、当日：4,000 円

チケット購入方法／前売りチケッ

トは参加店舗、三島バルホーム

ペ ー ジ：http://mishima-bar.net/

から予約購入も可。

問合先／三島市商工観光課（983-

2655）三島バル実行委員会（941-5691）

　修禅寺から奥の院まで約１里の

道のりを、ガイドとともに秋色に

彩られた里山風景を楽しみなが

ら、八十八ヶ所札所やいろは石を

巡ります。

日時／ 10 月 14 日、10 月 21 日、

10 月 28 日、11 月４日（全４回）

各日曜日 10 時～（受付９時 50 分）

場所／修禅寺～奥の院

内容／散策、昼食後自由解散（小雨決行）

参加費／ 1,000 円（弁当付き）

募集人数／各日 30 人（先着順）

申込み／伊豆市観光協会修善寺支

部（0558-72-2501）

　身近な環境問題やごみ問題を、

リサイクル品の抽選会など展示や

実演を通じて学ぶイベントです。

日時／ 10 月 27 日（土）

場所／伊豆の国市韮山時代劇場　ひ

だまり広場（伊豆の国市四日町 772）

内容／リサイクル品抽選会、フリーマー

ケット、リサイクルファッションショーなど

問合先／伊豆の国市環境衛生課

（949-6805）
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　information の行事は、変更
になる場合がありますので、
参加される場合はお問い合わ
せください。

マイバックを持ち歩いてごみの減量を心がけましょう。

　相談無料で、秘密を厳守します。ひとりで悩

まずお気軽にご相談ください。

日時／ 10 月 15 日（月）10 時～ 15 時（受付

９時 30 分～ 14 時 30 分）　※ 12 時～ 13 時

を除く

場所／函南町役場　５階第１・２会議室

内容／①人権相談：子どもへの虐待、パートナー

からの暴力、嫌がらせ、差別、いじめなど②行

政相談：国の仕事に関する要望や苦情など③法

律相談：離婚、相続、遺言、サラ金など※その

他、成年後見制度、悪質商法（訪問販売など）、

居住関係、近隣諸問題、家庭問題など

相談員／人権擁護委員、行政相談員、弁護士

申込み／当日会場でお申し込みください。

問合先／住民課（979-8110）

　９～ 10 月は、農作物の収穫期を迎え、農業

機械を利用する作業が多くなります。農作業事

故の多くが、単純なミスによるものであり、十

分注意をすれば防ぐことができます。 基本的

な注意事項を確認し、事故の原因を１つ１つ取

り除きましょう。

チェックポイント／①農業機械の管理・利用は、

適切に行いましょう。②適度な休息を取りましょ

う。③小型の機械でも油断しないようにしましょ

う。④農業機械以外にも注意しましょう。

問合先／農林商工課（979-8113）

　相談は無料で秘密を厳守します。

日時／ 10 月 9 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／ 10 月 3 日（ 水 ） 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。

　地価公示、地価調査をはじめ、不動産の鑑定

評価制度について皆さんに広く知っていただく

ため、不動産鑑定士による無料の相談会を実施

します。申し込み不要、相談無料です。

日時／ 10 月３日（水）10 時～ 16 時（受付

15 時 30 分まで）

場所／沼津市役所　８階 801 会議室（沼津市御幸町 16-1）

内容／不動産の鑑定評価、価格、賃料、売買な

ど不動産に関すること

その他／静岡市役所、浜松市役所でも開催します。

問合先／（社）県不動産鑑定士協会（054-253-6715）

秋の農作業安全運動実施中
「安全は正しい操作とゆとりから」

10 月 15 日（月）～ 10月 21 日（日）は
行政相談週間

高齢者と同居している家族等
のための介護教室

田方消防本部
普通救命講習Ⅱ

人権・行政・法律相談

巡回交通事故相談

不動産相談


