人権・行政相談
相談は無料で、秘密を厳守します。１人で

少年交流スペース「アンダンテ」
ひきこもり学習会
青少年の社会復帰を促すための家族の効果

悩まないでお気軽にご相談ください。

的な支援について考えていく学習会です。参

日時／ 11 月 15 日（月）10 時〜 12 時、13

加料は無料です。ひきこもりに悩んでいるご

時〜 15 時（午前受付 11 時 30 分まで、午

家族、お気軽にご相談ください。

後受付 14 時 30 分まで）

日時／ 11 月６日（土）13 時〜 16 時

場所／函南町役場５階

場所／男女共同参画センターあざれあ５階

第１・２会議室

内容／①人権相談：子どもへの虐待、パート

会議室（静岡市駿河区馬渕 1-17-1）

ナーからの暴力、いじめ・嫌がらせなど、②

対象／ひきこもりに悩む青少年を支える家族

行政相談：国の行政に関わるもの（保険・年

内容／ ｢アンダンテ｣ 事業紹介、カウンセラー

金手続き、長時間労働や不当解雇、河川管理

の講話、グループ懇談など

や道路管理への要望・苦情など）※その他人

募集人数／ 40 人（先着順）

権問題・行政問題に発展しそうなこと。

申込み／ 11 月５日（金）までに、アンダン

相談員／人権擁護委員、行政相談委員

テ（054-255-0600）へご連絡ください。

申込み／当日会場でお申し込みください。
問合先／住民課（979-8110）

11 月 15 日～ 11月 2 1 日
「女性の人権ホットライン」強化週間
夫やパ−トナ−からの暴力、職場でのセク

子育て相談会
参加料無料、申し込み不要です。悩みを解
消し、楽しく子育てしましょう。
日時／ 11 月 20 日（土）10 時〜 12 時

ハラ、スト−カ−などに困っていたら、１人

場所／函南町西部コミュニティセンター

で悩まず、電話してください。

講師／子育てサポーターリーダー（県認定）

日時／ 11 月 15 日（月）〜 11 月 21 日（日）

内容／子育て相談、情報交換

８ 時 30 分 〜 21 時

対象／乳幼児〜小学生の保護者・養育者

※ 土 曜 日、 日 曜 日 10

時〜 17 時

その他／託児はありませんが、小さな子ども

電話／ 0570-070-810

の遊ぶ施設はあります。

主催／静岡地方法務局、静岡県人権擁護委員

問合先／山崎理枝（979-0450）

連合会

法テラス（日本司法支援センター）
巡回無料法律相談

しずおか東部若者サポートステーション
就職・就労の相談・支援

弁護士があなたの法律に関する悩みを伺い

ひきこもり、高校・大学中退者、通信制の

ます。相談は無料で、秘密を厳守します。お

学生など、社会的自立をめざす青少年の相談、

気軽にご相談ください。

就学・就労を応援。不登校児童・生徒の相談

日時／ 11 月 15 日（月）10 時〜 12 時、13

もお受けしています。相談は無料です。

時〜 15 時

日時／月曜日〜土曜日（祝日を除く）10 時〜 17 時

場所／函南町役場 5 階第 1・2 会議室

内容／就職・就労の相談・支援、学習支援

内容／離婚、相続など

問合先／ NPO 法人リベラヒューマンサポー

申込み／当日会場でお申し込みください。

ト（972-4344）

問合先／住民課（979-8110）
広報
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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。

ｉ ｎ ｆ ｏ ｒ ｍ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ

函南町中央公民館図書室
ファミリー読書教室
参加料無料、申し込み不要です。

伊豆保健医療センター
2010 伊豆健康フォーラム
胃がんと前立腺の病気について「がんの早期

日時／ 11 月 20 日（土）13 時 30 分〜 15 時

発見・がんは治る」をテーマに医師がわかりや

場所／函南町中央公民館２階

すく講演。参加料無料、申し込みは不要です。

和室

内容／絵本の読み聞かせ「ビロードのうさぎ」
「ぱくぱくぺろり」
「さつまのおいも」、
紙芝居、

日時／ 11 月６日（土）開場 13 時 開演 14 時
場所／伊豆の国市

韮山時代劇場大ホール

詩の朗読、手遊び、折り紙など

内容／①胃がん、②前立腺の病気

問合先／函南町中央公民館図書室

講師／①小野憲（外科医師・診療部長）、②
鈴木俊一（泌尿器科医師・診療技術部長）

（979-1733）

問合先／伊豆保健医療センター

チャレンジ（寿）大学
健康法を楽しく学ぶことができます。参加
料無料、申し込み不要です。
日時／ 11 月 11 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

企画管理課

（0558-76-3228）

絵手紙教室
クリスマスカード・年賀状で自分を表現し
てみませんか。子どもから大人までどなたで

演題／「足裏健康法と健康体操」〜自分の健

もご参加ください（幼児は保護者同伴）
。日

康は自分で守ろう〜

本絵手紙協会公認講師が丁寧に指導します。

対象／ 60 歳以上の人（対象年齢外も聴講自由）

日時／ 12 月４日（土）13 時 30 分〜 15 時

持ち物／飲み物、運動のできる服装、バスタ

30 分（受付 13 時〜）

オル、五本指くつした、足ツボの棒（ある人）

場所／函南町中央公民館

その他／しずおか県民カレッジとの連携講

募集人員／ 30 人（先着順）

座。５回以上出席者には修了認定をします。

参加料／ 300 円（用具借り出し料含む）

問合先／生涯学習課（979-1733）

持ち物／描きたい画材、顔彩や絵の具、水入
れ、パレット、墨用筆、彩色用筆、新聞紙、

静岡県ナースセンター
看護師等再就業準備講習会
講義と簡単な実技で、最近の看護の動向や
看護の基礎技術を学びます。受講料は無料、

ティッシュ

※貸し出しもあります。

申込み／ 11 月 30 日（火）までに、石井ひ
さ子（TEL&FAX

979-3500）または町田矯

子（090-5862-6768）へお申し込みください。

保育サポートもあります。
日時／ 12 月１日（水）〜 12 月３日（金）９時〜 16 時
場所／国際医療福祉大学熱海病院（熱海市東
海岸町 17-12）

ご家庭（一般住宅）の建築塗装についての

対象／看護の仕事をしていない看護職免許保

相談をお受けします。相談は無料です。お気

有者

軽にご相談ください。

募集人数／ 20 人（先着順）

日時／ 11 月 13 日（土）10 時〜 15 時

申込み／ 11 月 22 日（月）までに、静岡県ナー

電話番号／ 0120-00-1912
（フリーダイヤル）

スセンター東部支所（920-2088）へご連絡

問合先／（社）日本塗装工業会静岡県支部

ください。
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（社）日本塗装工業会静岡県支部
建築塗装なんでも電話相談室

広報

（TEL&FAX

054-287-0218）
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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。

