静岡県ボランティア協会
災害ボランティアコーディネーター養成講座
災害ボランティアコーディネーターは、有

NPO 法人函南町体育協会
函南町家庭婦人（９人制）バレーボール大会
日時／７月 25 日（日）受付８時 30 分〜

効で効果的な災害支援を行うために、ボラン

場所／函南町体育館

ティア活動を「したい人」と「してほしい人」

対象／町内に在住または在勤する女性で構成

を結ぶパイプ・調整役です。

されたチーム

災害発生時に被災地での受け入れ環境が

チーム構成／監督・コーチ・マネージャー各

整っていなかったためにボランティアの力

１人、選手 12 人。

が有効に活用されなかった事例も見られまし

参加料／１チーム 2,000 円

た。災害時にボランティア活動を受け入れる

抽選・説明会／７月 21 日（水）19 時 30 分

環境・知識を知ることができる講座です。

函南町中央公民館

この機会に受講してみませんか。受講料は

申込み／申込用紙に記入のうえ、抽選会当日

無料です。

持参してください。申込用紙は函南町体育館

日程／９月 18 日（土）、９月 25 日（土）、

にあります。

９月 26 日（日）（全３日間）

問合先／杉崎正（974-0867）

場所／韮山保健センター（伊豆の国市四日町 302-1）
対象／全日程に参加可能で、講座終了後には
平常時から関係機関と協力して活動できる

NPO 法人函南町体育協会合気道部
合気道教室

人。また普段から所属の組織・団体などでコー

合気道は運動経験に関係なく、どなたでも

ディネーター的な経験を持つ人など

始められる武道です。ぜひお越しください。

募集人数／ 40 人（先着順）

日時／①毎週月曜日 19 時 30 分〜 21 時（中

内容／講義、避難所体験ゲームなど

学生以上対象）、②毎週木曜日 19 時 30 分〜

申込み／７月 24 日（土）までに、申込用紙

21 時（高校生以上対象）

を提出してください（郵送可）
。申込用紙・

場所／函南中学校体育館武道場

募集要綱は静岡県ボランティア協会にありま

対象／中学生以上（町内外不問）

す。詳しくはお問い合わせください。

参加料月額／中学生 2,000 円、高校生以上

申込・問合先／静岡県ボランティア協会

3,000 円、入会金 2,000 円

（054-255-7357）

その他／詳細はお問い合わせください。

Ｅメール：evolnt@mail.chabashira.co.jp

函南町
シルバー人材センター
入会を希望する人は、次のとおり説明会へ
参加してください。

問合先／高宮（090-3692-9702）

月光天文台
「親子で星を観る七夕の夕べ」
参加料無料、申し込み不要です。
日時／７月７日（水）18 時〜 21 時

参加料は無料、申し込み不要です。

場所／（財）国際文化交友会

月光天文台

日時／７月７日（水）13 時 30 分

内容／ 20cm 望遠鏡での天体観測（雨天曇天の

場所／函南町ふれあいセンター

場合中止）、プラネタリウム、地学資料館見学

講習室

対象／町内に在住する 60 歳以上の人

対象／どなたでも（プラネタリウムは原則４歳以上）

問合先／函南町シルバー人材センター

問合先／（財）国際文化交友会

（979-5325）

月光天文台

（979-1428）
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マイバックを持ち歩いてごみの減量を心がけましょう。
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静岡県
「はかり」の定期検査

湯～トピアかんなみ
巡回送迎バス運行開始について
６月中旬から湯〜トピアかんなみの巡回送

定期検査の対象となるはかりを使用してい

迎バスを運行開始します。毎週月曜日と木曜

る人は、必ず検査を受けてください。

日、１日３便〜４便運行で、町内の公民館か

対象／①商店や工場などで取り引きに使うは

ら湯〜トピアかんなみを無料で送迎します。

かり、②学校、病院などで健康診断書の作成

また、月曜日と木曜日以外の平日で 20 人以

のために使うはかり、③薬局などで薬剤調合

上の団体に限り予約制で送迎を行います。希

用に使うはかり、④荷物運送業などで荷物の

望する人は電話でご予約ください。なお、経

料金を決めるために使うはかり、⑤茶、干し

由する公民館や経路など詳しくは、函南町の

しいたけなどを販売するために使うはかり

ホームページ内、湯〜トピアかんなみのペー

日 時 ／ ７ 月 14 日（ 水 ）10 時 〜 12 時、13

ジをご覧ください。

時〜 15 時、７月 15 日（木）10 時〜 12 時

問合先／湯〜トピアかんなみ（970-0001）

場所／函南町役場

駐車場

持ち物／はかり、手数料、県計量協会からの

湯～トピアかんなみ
湯～ったりＥ顔キャンペーン実施中
「湯〜ったりＥ顔キャンペーン」期間中は、
入館料の超過料金が無料となります。

検査通知はがき
その他／受検の必要があるのに検査通知が届
かない場合や検査対象のはかりを使用してい
ない場合などは、事前にお問い合わせくださ

時間を気にすることなく「ゆ〜ったりと寛
いで」
、日頃の疲れやストレスを解消してく

い。
問合先／（社）静岡県計量協会（090-2139-6733）

ださい。
期間／７月 16 日（金）まで
その他／期間中マッサージャーが 10 分間無

乳児教室
ぴよぴよクラブ
初めて子どもをもつお母さんの仲間づくり

料。またその他お楽しみ企画もあります。
新設コーナー／①地元の採れたて野菜直売

のための教室。お母さん同士交流してみませ

コーナー：安心 ･ 安全な地元の採れたて野菜

んか。参加料は無料です。

をお手ごろ価格で販売、②図書コーナー：絵

日時／７月８日、７月 29 日、８月 12 日、

本や雑誌、書籍を設置

8 月 26 日、9 月 16 日（各木曜日

問合先／湯〜トピアかんなみ（970-0001）

10 時〜 11 時 30 分

全５回）

場所／函南町保健福祉センター

三島食品衛生協会函南支部
食中毒防止講習会

対象／町内に住所を有する、第１子の赤ちゃ
ん
（平成 21 年 12 月〜平成 22 年３月生まれ）

食中毒を未然に防止するため、保健所の協
力による食中毒防止講習会。参加料無料、申

内容／グループワーク、保育士による遊びの

し込み不要です。

紹介、栄養士によるおやつ作り、県子育てサ

日時／７月９日（金）受付 13 時 30 〜
場所／函南町中央公民館

講

ポーターリーダーによる講話、保健師の話
募集人数／ 15 組（先着順）

習 14 時〜 15 時 30 分

21

と母親で、なるべく５日間参加できる人

大ホール

申込み／６月 21 日（月）〜７月２日（金）に、

講師／東部保健所食品衛生監視員

電話でお申し込みください。

問合先／三島食品衛生協会（973-5126）

申込・問合先／健康づくり課（978-7100）
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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。

