NPO 法人函南町体育協会バドミントン部
第３回函南町シングルス大会

NPO 法人函南町体育協会なぎなた部
なぎなた教室

日時／ 12 月 19 日（日）受付８時 40 分〜

なぎなたは、誰でも始められる生涯スポー

場所／函南町体育館

ツです。お気軽にご参加ください。

種目／シングルス１部（上級男子）、シング

日時／平成 22 年 12 月 16 日〜平成 23 年３月

ルス２部（上級女子・中級男子）、シングル

10 日の毎週木曜日（全 10 回）14 時〜 16 時

ス３部（中級女子、初級男子）、シングルス

場所／函南町体育館２階

４部（初級女子・初心者男子）、シングルス

対象／小学生以上

５部（初心者女子）※初級は経験が１年以上

参加料／ 1,000 円（全 10 回分）

２年未満。参加者数により部門を調整する場

申 込 み ／ 12 月 ９ 日（ 木 ） ま で に、 斉 木

卓球室

（978-2850）へお申し込みください。

合があります。各部門の前年度優勝者、準優
勝者は上位部門に出場してください。

NPO 法人函南町体育協会合気道部
合気道体験教室

対象／町内在住者、在勤者、または在学者
参加料／小学生 300 円、中高生 500 円、一

合気道は、誰でも始められる生涯スポーツ

般 700 円
申込み／ 12 月５日（日）までに、参加種目、

です。申し込みは不要です。

名前、住所、電話番号を記入のうえ、郵送ま

日時／ 11 月１日、〜 11 月 29 日の月曜日

たはＥ -mail でお申し込みください。

19 時 30 分〜 20 時 30 分

問合先／西村好吉（080-3626-1530）

場所／函南中学校体育館武道場

〒 419-0106

対象／どなたでも

33-691

函南町南箱根ダイヤランド

Ｅ -mail：konisi@hotmail.com

参加料／ 1,000 円（全 10 回分）
問合先／高宮（090-3692-9702）

町有財産の売却
（一般競争入札）

入札日／平成 23 年１月 18 日（火）13 時 30 分
その他／書類配布期間内に管財課で書類を受

それぞれの土地について、詳しくは函南町

領できない場合は入札に参加できません。入

ホームページでご覧いただけます。

札の前に入札保証金を納付していただきます。

入札公告／ 11 月１日（月）

問合先／入札：管財課（979-8104）
、土地

書類配布／ 11 月２日（火）〜 12 月３日（金）

利用：都市計画課土地利用係（979-8117）

番号
1
2
3
4
5
６

7

財産所在地（地目）
面積
柏谷 970-1（宅地） 2,067.16㎡
柏谷 676-31（宅地）
964.9㎡
間宮 815-10（田）
415㎡
仁田 216-7（田）
1,006㎡
仁田 527-4（宅地）
299.81㎡
仁田 528-1（宅地）
仁田 528-3（宅地）

14.79㎡
366.16㎡

仁田 528-5（宅地）
仁田 538-1（宅地）
仁田 539-5（宅地）
仁田 540-3（宅地）

66.29㎡
531.9㎡
32.13㎡
16.19㎡

最低売却価格
10,129 万円
4,457 万円
3,531 万円
7,500 万円
2,720 万円

入札保証金
510 万円
230 万円
180 万円
380 万円
140 万円

4,092 万円

210 万円

4,960 万円

250 万円

５は、買い受けた土地を
分割して２区画にするこ
とはできません。１〜４、
６、７の土地を敷地分割
する場合は都市計画課へ
ご相談ください。
用途制限や法令などの制
限がありますので詳しく
は応募要項をお読みくだ
さい。また、不明な点は
都市計画課へお問い合わ
せください。

広報

（2010.10.15 発行）
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水曜日は、住民課（証明交付のみ）
、税務課、会計課の窓口を 19 時まで延長しています。

ｉ ｎ ｆ ｏ ｒ ｍ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ

第 25 回丹那盆地まつり

子どものフラワーアレンジメント教室
作品展示会

酪農の里・丹那のお祭り。乳製品や野菜な

季節や行事に合わせたフラワーアレンジメ

どの新鮮な地場産品販売や模擬店、投げもち

ントの作品展を開催します。今年のテーマは

や牛乳早飲みなどの楽しい企画もあります。

「秋」
。生徒たちの楽しい作品の数々をお楽し

日時／ 11 月 13 日（土）９時 30 分〜 15 時

みください。入場料は無料です。

場所／酪農王国オラッチェ

日時／ 11 月８日（月）〜 11 月 10 日（水）

中庭広場

その他／無料シャトルバスをご利用ください
（大場駅・役場駐車場から運行）
問合先／ JA 函南東部

総務課（974-0011）

第 18 回 JA 三島函南農業祭

９時〜 17 時
場所／函南町中央公民館

玄関ホール

問合先／生涯学習課（979-1733）

MOA 美術館
函南児童作品展

農業のお祭り。地元でとれた新鮮でおいし

町内小学生の絵画や書道を展示します。

い野菜などの販売、各種模擬店、投げもち、

日時／ 11 月 13 日（土）17 時〜 20 時 30 分、

様々な農機具の展示・販売などが行われます。

11 月 14 日（日）９時〜 15 時（表彰式 10

日時／ 11 月 14 日（日）９時〜 14 時

時〜 12 時）

場所／ JA 三島函南直売所フレッシュ、農機

場所／函南町中央公民館

具センター（旧函南町役場跡）

その他／生け花展示、無料の茶の湯接待・生

問合先／ JA 三島函南農業祭実行委員会事務

け花体験コーナーもあります。

局（JA 三島函南総務課内

問合先／中田明正（979-2905）

971-8211）

湯～トピアかんなみからの
お知らせ
◎湯〜トピアかんなみ祭り
町内の音楽・文化などのサークル団体に

多目的ホール

MOA 大仁瑞泉郷まつり
2010「健康と秋の収穫まつり」
自然農法産野菜の収穫体験、野菜の展示即
売、
自然食の模擬店など。入場料は無料です。

よる催し、新鮮な地場産品販売、模擬店、“E

日時／ 11 月６日（土）
、11 月７日（日）

顔スタンプ ” キャンペーンの大抽選会など。

９時〜 16 時

その他楽しい企画もご用意しています。

場所／大仁瑞泉郷（伊豆の国市浮橋）

日時／ 11 月 14 日（日）10 時〜 15 時

問合先／大仁瑞泉郷まつり実行委員会

参加料／無料（入館料が必要です）

（0558-79-1118）

◎無料巡回送迎バスが運行しています
皆さんからのご要望を受け、11 月１日（月）
から町内を運行する送迎バスのスケジュール
を改定します。経由する各地区の公民館や経
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三島マンドリーノドルチェ
第６回定期演奏会
マンドリンの発表会。入場料無料、申し込

路など、詳しくは函南町のホームページ内「湯

みは不要です。

〜トピアかんなみのご案内」または広報かん

日時／ 11 月７日（日）開場 13 時、開演 13

なみ 11 月号（11 月 15 日発行予定）をご覧

時 30 分

ください。

場所／ベルフォーレ（長泉町下土狩 821-1）

問合先／湯〜トピアかんなみ（970-0001）

問合先／白石（979-6892）斉藤（978-2737）

広報

（2010.10.15 発行）

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。

