防衛庁平成 23 年度
採用試験（自衛官）

田方消防本部
普通救命講習Ⅱ

【航空学生】

日時／７月 10 日（土）９時〜 13 時

海・空自衛隊パイロットを養成するコース

場所／田方消防本部３階

応募資格／ 18 歳以上 21 歳未満、高校卒業

市白山堂 327-1）

以上（見込み含む）

対象／函南町・伊豆市・伊豆の国市に在住ま

１次試験／９月 23 日（木）

たは在勤している人

【一般曹候補生】

研修室（伊豆の国

募集人数／ 50 人（先着順）

応募資格／ 18 歳以上 27 歳未満

申込み／７月２日（金）までに、電話でご連

1 次試験／９月 18 日（土）

絡ください。

【陸・海・空自衛官候補生】

問合先／田方北消防署（978-0119）

応募資格／ 18 歳以上 27 歳未満の男子・女子
試験日／９月 25 日（土）※女子９月 26 日（日）
【全コース共通】

平成 22 年度狩猟免許試験

受付期間／８月１日（日）〜９月 10 日（金）

日時／８月 22 日（日）９時

その他／資格はいずれも平成 23 年４月１日

場所／東部総合庁舎別館２階（沼津市高島本町 1-3）

現在。試験や、入隊後の訓練・生活などを

免許の種類／全４種類（網猟、わな猟、第１

説明する自衛官採用制度説明会を７月 25 日

種銃猟、第２種銃猟）

（日）９時〜 19 時、８月 11 日（水）15 時

試験内容／知識試験、適正試験、技能試験

〜 21 時、函南町中央公民館で開催します。

その他／詳しくはお問い合わせください。ま

問合先／自衛隊三島募集案内所（989-9111）

た、わな猟のみの試験を平成 23 年２月６日
（日）に実施します。

献血にご協力お願いします

申請手数料／ 3,900 円または 5,200 円
申込み／７月 23 日（金）までに、申請書などを

日時／①マックスバリュ函南店：７月４日（日）

東部農林事務所森林整備課へ提出してください。

10 時 〜 12 時 15 分、13 時 30 分 〜 16 時、 ②

問合先／静岡県くらし・環境部自然保護課野

函南町商工会前：７月 22 日（木）９時〜 16 時

生生物班（054-221-3332）

内容／全血献血 200ml または 400ml
対 象 ／ 16 歳 〜 69 歳（65 歳 以 上 は 60 〜
64 歳までに献血経験のある人）で、男性
45kg 以上、女性 40kg 以上の人

※詳しい

県・元気高齢者対策推進事業認定劇団
劇団・座みのり 劇団員
日時／第１・第３木曜日 9 時 30 分〜 11 時 30 分

採血基準は、健康づくり課へお問い合わせく

場所／函南町ふれあいセンターなど

ださい。

内容／基礎練習、劇の稽古

持ち物／献血カードまたは献血手帳、本人確

対象／町内在住者または在勤者（年齢不問）

認ができるもの（運転免許証、保険証など）

参加料／年会費 1,000 円

その他／かぜ薬などを服用している人や輸血

申込み／７月 31 日（土）までに、電話、FAX、E メー

を受けた経験がある人は献血できません。ま

ルはがきのいずれかでお申し込みください。

た、検診医との問診により献血をお断りする

申込・問合先／田中美穗（TEL ＆ FAX 979-0064）

ことがあります。

E メール

問合先／健康づくり課（978-7100）

〒 419-0112

sbk-m0485@kha.biglobe.ne.jp
函南町柏谷 1023-18
広報

（2010.6.15 発行）
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土曜日、日曜日、祝日の届け出（婚姻、死亡など）は役場北側１階の守衛室へお越しください。

ｉ ｎ ｆ ｏ ｒ ｍ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ

NPO 法人函南町体育協会
武術太極拳部の無料体験教室

NPO 法人函南町体育協会バウンドテニス部
バウンドテニス部教室

太極拳は男女を問わず、年齢や体力に応じ

生涯スポーツ・競技スポーツとして楽しめ

て、どなたでも楽しめる生涯スポーツです。

るバウンドテニス。参加料は無料、どなたで

日時／①函南町体育館：７月６日〜７月 27

も参加できます。

日毎週火曜日、②西小学校体育館：７月３日

練習日／７月〜平成 23 年３月

〜７月 24 日毎週土曜日 13 時 30 分〜 15 時

①西小学校体育館：第１月曜日 19 時 30 分

対象／どなたでも

〜 21 時 30 分、②函南町体育館：第１水曜日・

募集人数／ 20 人（先着順）

第１金曜日 19 時 30 分〜 21 時 30 分、③函

その他／各開催日前日までに、電話でお申し

南町西部コミュニティセンター：第１水曜日

込みください。体育館シューズ、タオル、飲

19 時 30 分〜 21 時 30 分、④函南町体育館：

み物を持参のうえ、動きやすい服装でご参加

第１木曜日９時〜 12 時、13 時〜 16 時

ください。会場は変更になる場合があります。

その他／体育館シューズを持参してくださ

問合先／尾島（975-4891）

い。用具は用意します。都合により開催でき
ない場合は、翌週に開催します。

函南サッカースポーツ
少年団

申込み／会場へ直接お越しください（随時）
問合先／工藤（978-8763）石原（978-2686）

サッカーが好きで興味のある子、グラウン
ドで思い切りボールを蹴りたい子、参加して
みませんか。経験豊富なコーチが指導します。

函南町都市交流協会
異文化交流講演会

練習日／第２・第４土曜日８時 30 分〜 11

日本ではあまり知られていないアフリカ・

時 30 分、第１・第３・第５土曜日 13 時 30

ザンビア共和国の魅力を聞いてみませんか。

分〜 16 時 30 分

ザンビアで現地の人と生活を共にし、JICA

場所／肥田簡易グラウンド

協力隊として子どもと接した理数科教師によ

対象／町内在住の小学生

る講演会。

その他／詳細は電話または直接練習場所に来

参加料無料、申し込み不要です。

てください。

日時／７月 10 日（土）13 時 30 分〜

問合先／平松（978-0020）矢部（974-3655）

場所／函南町中央公民館２階

講習室ほか

演題／アフリカの水

函南町文化協会
函南フラダンスフェスティバル

講師／西尾直也（県立熱海高校教諭）
問合先／今泉（978-5267）繁田（080-1554-4044）

近年人気が高まっているフラダンス。ウク
レレ演奏や手品などもあります。入場料は無
料です。お気軽にお越しください。
日時／８月１日（日）開場 12 時 30 分、上
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入場は無料です。どなたもお気軽にお越し

大ホール

日時／７月 13 日（火）〜７月 18 日（日）

出演／かんなみ女性の会、町老連宝蔵台クラ

10 時〜 17 時

ブウクレレ愛好会

場所／コミュニティながいずみ

問合先／山口昭男（978-8181）浅沼美代子（978-9257）

問合先／小野芳江（971-6438）

広報

墨絵部

ください。

演 13 時〜 16 時
場所／函南町中央公民館

佐野美術館友の会
第 24 回墨彩画展

（2010.6.15 発行）

税金のお支払いは口座振替が便利です。

※最終日は 16 時まで

