募集

楽しみながら「食」を学ぶ

募集

健康づくりのボランティア

申込み・問合先／山口幸（090-2573-1562）

事の大切さや日本食文化について学びます。

申込み・問合先／健康づくり課（978-7100）

食生活改善や健康づくりに関する基礎的な知識
を普及するための活動です。講座修了者は食生活
改善推進員として地域での活動に参加できます。

○日時
5 月 25 日、6 月 8 日、7 月 20 日、9 月 14 日、

○日時
５月８日、７月 10 日、10 月２日、12 月４日、

2020 年 2 月 8 日の土曜日 ( 全 8 回 )

2020 年２月 5 日、2020 年３月４日の水曜日
（全６回）９時〜 13 時

○場所

○場所
函南町保健福祉センターなど

函南町保健福祉センター

○内容

○内容
地場産品を使った調理実習、体験学習など

小学４年生〜小学６年生

食生活や健康づくりに関する講義、調理実習など

○申込み
５月 10（金）までに電話でお申し込みください。
簡単なあいさつなどの日常会話を学ぶ

函南町・三島市共催
手話講習会（入門編）
申込み・問合先／福祉課（979-8127）

○日時

○日時

日程

○場所

６/15
（土）

○内容
クリーンウォーキングと草木染め

○対象・募集人数
小学生以上（小学１年生〜小学３年生は保護者

服装：長袖・長ズボン、帽子、歩きやすい靴

○申込み
５月 10 日（金）までに電話でお申し込みください。

募集

子育て世代の身近な拠り所に

募集

親子同士の交流の場所として

ふじのくに少子化突破戦略応援事業

「子育てサロン・まぁる」
申込み・問合先／子育てコーディネーター（子育て交流センター内：979-8800）

子育て世代の身近な拠り所として各地区の公民

「こどもの日スペシャルデー・わくわく公園デビューふれあい遊び」

遊びませんか。参加無料です。

し、子どもたちはもちろんのこと参加者同士の交

○日時・場所

流も目的としています。参加無料です。

５月２日（木）肥田公民館、５月９日（木）平

函南会場：函南町役場、三島会場：三島市社会

井公民館、５月 18 日（土）間宮地区公民館、

福祉会館（三島市南本町 20-30）

５月 27 日（月）畑毛公民館

書は福祉課窓口に用意しています。

10 時〜 11 時（開始前に受け付けあり）

○日時
５月５日（日）10 時〜 11 時 15 分

○場所
柏谷公園

○募集人数
会場により人数制限をかける場合があります。
事前にお申し込みください。
（受付時間：火曜日〜土曜日の９時〜 12 時）

○その他
開催日によって内容が変わります。
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▶膵がん治療の新しい展開 : 上坂克彦（院長代理
兼 肝胆膵外科部長）▶知って安心！痛みの治療 :
佐藤哲観（緩和医療科部長）

８/10
（土）

▶子宮がんの予防と治療：平嶋泰之（婦人科部長）
▶骨軟部肉腫と骨転移の治療 : 片桐浩久（整形外
科部長）

８/31
（土）

▶胃がんの最新治療 : 寺島雅典（胃外科部長）
▶感染症から身を守る : 倉井華子（感染症内科部長）

９/23
（月）

▶肺がんの最新治療 : 大出泰久（呼吸器外科部長）
▶希少がんの話 : 髙橋満（病院長）

○時間

○場所

三島会場：５月 27 日〜 12 月２日の月曜日

課窓口または電話でお申し込みください。申込

射線治療科部長）

13 時〜 15 時 40 分頃（質疑応答など）

どで楽しく公園で遊ぶイベントです。遊びをとお

５月 10 日（金）までに申込用紙に記入し福祉

▶前立腺がんの診断と治療 : 庭川要（副院長兼泌
尿器科部長）▶がんの放射線治療 : 原田英幸（放

申込み・問合先／子育て交流センター（979-8800）

親子で宝探し、かけっこ、遊具を使った遊びな

○申込み

めに〜静岡がんセンターの包括的患者家族支援〜 :
鶴田清子（副院長 兼 患者家族支援センター長）

ふじのくに少子化突破戦略応援事業

ネルシアター、ふうせん遊びなどで楽しく親子で

3,240 円（テキスト代）

▶乳がんの早期発見・診断・治療 : 植松孝悦（乳
腺画像診断科部長）▶がん体験者の声に応えるた

７/ ６
（土）

○参加料・服装・持ち物

19 時〜 21 時

○受講料

５/12
（日）

内容：講師

集合：三島市役所駐車場（８時 45 分）

館で「子育てサロン」を開催します。紙芝居、パ

○場所

問合先／静岡新聞社 東部総局業務部（962-6520）

５月 19 日（日）９時〜 15 時

函南会場：６月 12 日〜 11 月 20 日の水曜日

10 時〜 12 時

「そこが知りたい！がん医療」
静岡がんセンター公開講座 2019

持ち物：弁当、飲み物、タオル、軍手、雨具

○申込み
５月７日（火）までに電話でお申し込みください。

募集

申込み・問合先／箱根山組合（電話：976-1013、FAX：976-1043）

参加料：無料

町内在住者 10 人（受講無料）
20 人（先着順）

事前にお申し込みください

同伴） 30 人（先着順）

○対象・募集人数
○対象・募集人数

募集

「森の楽校」参加者

箱根接待茶屋の森（三島市）

10 月 5 日、11 月 9 日、2020 年 1 月 11 日、
9 時〜 13 時

箱根で自然とふれあいませんか

「食生活改善推進員養成講座」
参加者

「食育クラブ」参加者

食体験や調理実習をとおして、楽しみながら食

募集

○募集組数
町内在住の３歳〜小学１年生の親子 30 組
（先着順）

○申込み
５月１日（水）までに電話でお申し込みください。

三島市民文化会館大ホール（三島市一番町 20-5）

○受講料
無料

○申込み
はがき、FAX、メールで住所、名前、生年月日
（西暦）
、年齢、性別、職業（学校名）、電話番号・
FAX 番号・メールアドレスを明記し、郵送：
〒 410-8560（住所不要）５階

静岡新聞社・

東部総局業務部「静岡がんセンター公開講座」係、
FAX：962-6752、メール：toubugyoumu@
shizuokaonline.com のいずれかでお申し込みく
ださい。三島市民文化会館窓口でも受け付けま
す。申し込み完了後、受講証を送付します。

広報

４月号
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