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　静岡県労働委員会が、雇用や賃金の未払いな

どの労使トラブルの円滑な解決のお手伝いをし

ます。

　公益代表、労働者代表、使用者代表のあっせ

ん員が、労使がお互いに合意できる点を探りな

がら、話し合いによる解決を目指します。あっ

せんは、秘密厳守で無料です。

問合先／県労働委員会事務局調整審査課（054-

221-2287）

　多岐な分野にわたって、楽しく学ぶ全７回の

講座です。受講料無料、申し込み不要です。

日時／第５回学習会：10 月 18 日（木）９時

30 分～ 11 時 30 分

場所／函南町中央公民館　多目的ホール

演題／「仏は里人を守り、里人は仏を護った」

講師／鈴木勝彦（かんなみ仏の里美術館館長）

対象／ 60 歳以上（対象年齢外も聴講自由）

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）

　今、日本人の 2 人に 1 人ががんとなり、3

人に 1 人ががんで命を落としています。早期

発見・早期治療であなたとあなたの大切な人の

健康を守りましょう。

日時／ 10 月 18 日（木）13 時 30 分～ 15 時（受

付 13 時～）

場所／函南町保健福祉センター　2 階多目的研

修室

演題／「増えている大腸がん」　

講師／鈴木直之（静岡県立総合病院　消化器内

科主任医長）

募集人数／ 80 人（先着順）

申込み／ 10 月 12 日（金）までに健康づくり

課（978-7100）へ電話でお申し込みください。

日時・場所／１回目：10 月 17 日（水）函南町保

健福祉センター 13 時 30 分～ 15 時 40 分、２回目：

10 月 25 日（木）函南町体育館 13 時 30 分～ 15 時

内容／１回目：「高血圧について」医師による講

話、「食事について」管理栄養士による講話、２
回目：「血圧測定」「運動療法について」運動実践

指導士による実技　※運動制限されていない人

対象／町内在住者

募集人数／ 80 人（先着順）締め切り後も定員

になるまで受け付けます

参加料／無料

持ち物／ 1 回目：筆記用具、2 回目：運動でき

る服装、汗拭きタオル、バスタオル（ストレッ

チ用）、飲み物、体育館シューズ

申込み／ 10 月５日（金）までに、健康づくり

課（978-7100）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／ 10 月 25 日（木）13 時 30 分

場所／函南町ふれあいセンター　診察室

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）

　県内在住で就職・就業を希望する公共職業安

定所で、求職登録をした 55 歳以上の人を対象

に受講生の募集を行います。受講料無料です。

日時／ 11 月５日（月）～ 11 月 13 日（火）の

７日間（土曜日・日曜日は除く）９時～ 16 時

場所／函南町ふれあいセンター講習室など

募集人数／ 20 人

内容／安全管理、根回しと移植、竹垣と支柱、

植栽加工、植物管理など

申込み／ 10 月 31 日（水）までに、窓口へお

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）

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。
（2012.09.14 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。

　参加者と見学者を募集します。見学は無料で

す。お気軽にお越しください。

日時／ 10 月 28 日（日）受付８時 30 分

場所／函南町体育館

種目／①表演部門：太極拳（集団・個人）、武術（集

団・個人）、気功（集団・個人）※集団は２人以上、

②県内指導講師、トップ選手による模範演武

対象／町内在住者また近隣市町在住者

参加料／体育協会会員 500 円、非会員 1,000 円

問合先／尾島（975-4891）

　サッカー好きで興味のある少年・少女、一緒

にサッカーを楽しんでみませんか。体験入団も

可能です。

練習日／毎週土曜日 13 時～ 17 時（練習試合

などは休日に行います。）

場所／東小学校グラウンド

対象／町内在住の小学 1 年生～ 6 年生男女

その他／詳細は電話もしくは練習場所でお問い

合せください。

問合先／大川（978-9577）　松本（978-2862）

ホームページ http://kesh22.at-ninja.jp/

　男女問わず誰にでもできる室内ホッケーでス

ポーツを楽しみませんか。参加無料、体験も可

能です。

日時／毎週金曜日 19 時～ 21 時

場所／東小学校体育館など

対象／小学生の男女

持ち物／動きやすい服装、体育館シューズ、飲

み物など

その他／教室の開催日時などの詳細はお問い合

わせください。

申込み・問合先／甲斐田（090-3421-9815）

日時／ 10 月 28 日（日）19 時～

場所／函南町ふれあいセンター

参加料／無料

その他／ギターが無くても参加可能です。

申込み・問合先／事前に k
ケーエムエス

ms 小林（090-1788-

7048）へお申し込みください。

日時／ 10 月 12 日（金）13 時～ 16 時

場所／しずぎんホール　ユーフォニア（静岡市

葵区追手町 1-13  アゴラ静岡８階）

講師／坂本光司（法政大学大学院政策創造研究

科教授）

内容／パネルディスカッション

対象／企業経営者、人事労務担当者、従業員

参加料／無料

募集人数／ 400 人（先着順）

申込み／ 10 月５日（金）までにホームページ

の入力フォームへ入力、または申込書を FAX

かメールで送信してください。

問合先／ 県 労 働 政 策 課（ 電 話：054-221-

2338、FAX：054-271-1979、 メ ー ル：

roufuku@pref.shizuoka.lg.jp、 ホ ー ム ペ ー ジ：

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/

index.html）

　障害のある人の職業自立を応援します。

募集対象／コンピュータ科（募集人数：10 人、

主として身体障害のある人が対象）生産・サー
ビス科（募集人数：40 人、主として知的障害

のある人が対象）

申込期間／ 10 月１日（月）～ 11 月２日（金）

試験日／ 11 月 21 日（水）、11 月 22 日（木）

訓練期間／１年間

申込み・問合先／あしたか職業訓練校（924-

4380）

雇用のトラブルまず相談
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