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問合先／生涯学習課（979-1733）

募集

第 21 回静岡県市町対抗駅伝競走大会
「函南町代表の選手」

目指すは優勝！！

５月 18日（月）までに申込用紙に記入し、文

化センター窓口でお申し込みください。用紙は

文化センター窓口で配布しています。

○申込み

12 月５日（土）10時スタート（雨天決行）

県庁前～草薙陸上競技場

○開催日時

令和２年９月１日現在、町内に在住・在勤の人

※県内の小・中学生、高校生は保護者の居住地

から出場、他県在住の場合も可（一部制限あり）

複数チームから参加依頼のある一般選手は、出

身地、住所、勤務地の順で選定。外国籍のうち

県内で生まれ育った人または義務教育を受けた

人で引き続き現在も町内に生活の拠点がある人

○対象

練習会、記録会などを行い、10 月上旬までに

登録選手 21人を決定します。

○選考

練習会は主に水曜日と土曜日の夜間を予定。

○練習日

第 １ 区間　 3.673㎞　 中学・高校生（女子）

第 ２ 区間　 1.903㎞　 小学生（男子）

第 ３ 区間　 1.715㎞　 小学生（女子）

第 ４ 区間　 3.549㎞　 中学・高校生（女子）

第 ５ 区間　 6.855㎞　 高校生（男子）

第 ６ 区間　 3.911㎞　 40 歳以上（男女不問）

第 ７ 区間　 3.564㎞　 中学生（男子）

第 ８ 区間　 3.020㎞　 中学生（女子）

第 ９ 区間　 1.619㎞　 小学生（男女不問）

第 10 区間　 3.051㎞　 一般（女子）

第 11 区間　 4.310㎞　 中学・高校生（男子）

第 12 区間　 5.025㎞　 一般（男子）

・中学・高校生… 平成 14 年４月２日～平成 20 年４月１日生まれ

・一般…平成 14 年 12 月５日以前に生まれた人（高校生を除く）

・40 歳以上…昭和 55 年 12 月５日以前に生まれた人

申込み・問合先／健康づくり課（978-7100）

健康づくりのボランティア

「食生活改善推進員養成講座」
参加者

募集

　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。

5月 13 日、７月 1日、10 月 7 日、12 月 9 日、

令和 3年 2 月 3 日、令和３年 3月 3 日の水曜

日（全 6回）９時～ 13 時

○日時

保健福祉センター

○場所

町内在住者 10 人（受講無料）

○対象・募集人数

５月８日（金）までに電話でお申し込みください。

○申込み

食生活や健康づくりに関する講義、調理実習など

○内容

申込み・問合先／山口幸（090-2573-1562）

楽しみながら「食」を学ぶ

食生活改善推進協議会
「食育クラブ」参加者

年間 4,200 円（保険料含む）

○参加料

小学４年生～小学６年生　20人（先着順）

○対象・募集人数

募集

5 月 23 日、6月 13日、7月 4日、9月 12日、

10 月 3 日、11 月 7 日、令和 3 年 1 月 9 日、

令和３年 2月 6日の土曜日 ( 全 8回 )　

9時～ 13時

○日時

　食体験や調理実習をとおして、楽しみながら食

事の大切さや日本食文化について学びます。

５月８日（金）までに電話でお申し込みください。

○申込み

○対象者
令和３年度幼稚園入園希望者

※詳細は各幼稚園にお問い合わせください

○申込み
５月１日（金）～５月 15 日（金）の 14 時～

17時に申込用紙に記入し、「入園を希望する幼

稚園」へお申し込みください（幼稚園の休園日

を除く）。申込用紙は各幼稚園に用意してあり

ます。

○参加料
無料。ただし、全員保険（数百円程度）に加入

をお願いしています。

○未就園児の会

募集

申込み・問合先／各幼稚園へお申し込みください

町立幼稚園
「未就園児の会」の入会者

入園前にふれあいましょう

　町立幼稚園では、親子で園児との触れ合いや遊

具遊びなどを楽しんでいただく「未就園児の会」

を年間数回実施しています。令和３年度に町立幼

稚園へ入園を希望する人は、なるべく入会をご検

討ください。

幼稚園名 会の名前 住所・問合先

春光幼稚園 トトロの会 仁田 613-2
（978-3454）

丹那幼稚園 バンビの会 丹那 445-1
（974-0261）

二葉幼稚園 にこにこクラブ 上沢 658-35
（978-2071）

間宮幼稚園 ラッコの会 間宮 865-5
（978-4666）

みのり幼稚園 いちごの会 肥田 677-1
（978-3440）

自由ヶ丘幼稚園 ひよこの会 平井 1041-1
（978-3446）

問合先／環境衛生課（979-8112）

不用品の再利用とごみの減量
「フリーマーケット」

出店希望者はお申し込みください

日時／６月 14日（日）９時～ 12時 ※雨天中止
場所／函南町役場　東側駐車場

○開催内容

募集区画数／ 70区画（先着順）
対象／町内に住民登録がある人（営業目的の参
加不可）

出店料／１区画 500 円（当日徴収）
申込み／５月 12 日（火）～５月 15 日（金）
に電話でお申し込みください。

注意事項／飲食物、手作り品の販売、配布は禁
止です。途中退場はできません。

○出店申込方法

　不用品の再利用とごみの減量、リサイクル推進

のため、フリーマーケットを開催します。

募集

６月 5 日（金）までに電話（978-9288）・FAX

（979-5212）・ メ ー ル（chiiki-info@kannami-

syakyo.jp）のいずれかでお申し込みください。

○申込み

第４次地震被害想定の概要、避難所運営ゲー

ム HUG、災害ボランティアコーディネーター

の役割と心構えなど
※修了者には「静岡県ふじのくに災害ボランティア

コーディネーター」の県知事認定証が授与されます。

○内容

６月 28 日（日）８時 30 分～ 17 時

○日時

保健福祉センター　２階多目的研修室

○場所

町内在住・在勤・在学の高校生以上の人

50 人（先着順）、参加無料

○対象・募集人数

問合先／社会福祉協議会（978-9288）

静岡県ふじのくに災害ボランティア
コーディネーター養成講座

募集
災害時ボランティアに興味のある人へ

保健福祉センターなど

○場所


