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　「春の全国交通安全運動」では、新入学児
童の交通ルール・マナーの理解向上と安全
行動の促進が目標です。
　また、増加傾向にある高齢者の交通事故
を減少させるため、「子どもと高齢者の交通

事故防止」運動のほか、｢全ての座席のシー
トベルトとチャイルドシートの正しい着用
の徹底｣、「自転車の安全利用の推進」、「飲
酒運転の根絶」を重点目標としています。
　交通事故防止を徹底しましょう。

４月６日（金）～４月 15 日（日）

春の全国交通安全運動
～安全を つなげて広げて 事故ゼロへ～

４月６日（金）～４月 15 日（日）

春の全国交通安全運動
～安全を つなげて広げて 事故ゼロへ～

車の単独事故
31 件（前年比 -５件）

車同士の事故
292 件（前年比 +28 件）

車と人の事故
27 件（前年比 +２件）

合計 350 件
（前年比 +25 件）

発生件数：350 件（前年比 +25 件）
死  者  数：０人（前年比 -1 人）
負傷者数：448 人（前年比 +19 人）

＜事故種類別＞

　三島警察署管内、函南町の人身事故件数は平成 22

年の件数に比べ死者数は減少したものの、人身事故発

生件数は増加しています。また、車同士の事故発生が

全体の約 8割を占めており、脇見運転や漫然運転が原

因であることがわかりました。

　事故を少しでも減らすために、自分の運転を見つめ

直し、時間に余裕をもって運転しましょう。

自転車を安全に乗ろう！《自転車安全利用５則》
１．自転車は、車道が原則、歩道は例外
２．車道は左側を通行
３．歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４．次の交通安全ルールを守る

○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○夜間はライトを点灯
○交差点での信号順守と一時停止・安全確認

５．子どもはヘルメットを着用

平成 23年　函南町内事故発生件数平成 23年　函南町内事故発生件数

事故による障害を減らすために！
１．運転手だけでなく、同乗者もシートベルト
を着用しましょう。（着用により、死亡率は
3.5 分の１、重傷率は３分の１に低下します）

２．９歳までの子どもには、体格にあったチャ
イルドシート、ジュニアシートを使用しま
しょう。

３．貨物車の一部は、後席シートベルトが義務化
されていませんが、できるだけ装備しましょう。

団　体　名 日　時 場　所 料　金 内容・その他 問　合　先

体スッキリ教室

火曜体操教室

元気教室

もくよう会

フライヤーズ

コアラグループ

毎週金曜日
10 時～ 11 時

毎週火曜日
10 時～ 11 時

毎週金曜日
13時 30 分～ 15 時 30 分

毎週木曜日
10 時～ 12 時

毎週日曜日
13 時～ 16 時

毎週金曜日
13 時～ 17 時

３か月
1,000 円

１人１回
200 円

年 8,000 円

１回 200 円

年 1,500 円

年 1,500 円

卓球
若い人歓迎です

バウンドテニス

バウンドテニス

65歳以上で医師に
運動制限されていない人

ストレッチ・有酸素運動・
筋トレ（５月開始予定）

ストレッチ・有酸素運動・
筋トレ（５月開始予定）

健康づくり課
（978-7100）

健康づくり課
（978-7100）

福祉課
（979-8126）

野村耕
（978-4076）

鈴木道子
（978-5598）

西村匡功
（949-2490）

静岡県中国武術協会

静岡県中国武術協会

毎週水曜日
13 時 30 分～ 15 時

毎週木曜日
19 時 30 分～ 21 時

月 3,500 円

月 3,500 円

健康長寿のため、ゆったり
体操を広めています

櫻本節子
（080-5157-1144）

初心者の人も楽しく
健康づくりをしましょう

桐山賢信
（979-4466）

武術太極拳部（体育協会）

武術太極拳部（体育協会）

毎週火曜日
13 時 30 分～ 15 時

月 3,000 円 太極拳

太極拳月 3,000 円

塚田光広
（090-4157-8108）

塚田光広
（090-4157-8108）

毎週木曜日
19 時 30 分～ 21 時
毎週土曜日
13 時 30 分～ 15 時

静岡県中国武術協会
毎週火曜日
19 時 30 分～ 21 時

月 3,500 円
中国武術
ハードな練習でダイエット

桐山賢信
（979-4466）

杖道部（体育協会）
毎週水曜日・土曜日
19 時 30 分～ 21 時

月 2,000 円
形稽古、作法を通して
人間形成に役立てる

大城年重
（978-5024）

３B体操

３B体操

３B体操

毎週火曜日
19 時 30 分～ 21 時
毎週木曜日
10 時 30 分～ 12 時

月 2,500 円
ボール、ベル、ベルター
の用具を運動の助けと
して使用しながら、音楽
に合わせて行う健康体操。
ストレッチ・筋力・リラ
ックスのための運動

毎週木曜日
19 時 30 分～ 21 時

毎週金曜日
19 時 30 分～ 21 時

月 3,000 円

月 3,000 円

水口千賀子
（090-9181-7182）

伊達郁子
（090-9939-4587）

棚井美枝子
（090-8540-5194）

毎週水曜日
９時 30 分～ 11 時
毎週木曜日
19 時 30 分～ 21 時

月 3,000 円 肩こり・腰痛・生活
習慣病の人、医師
より適度な運動を
勧められた人、
病弱者・高齢者でも
できる健康体操。
独特の呼吸法を用い
31 の動作を順に行う
ことで全身を調和する。
各自の身体状況に応じ、
その身体可動の極限
まで動かす全身運動。 

月 3,000 円

月 3,000 円

月 3,000 円

月 3,000 円

毎週木曜日
19 時 30 分～ 21 時

毎週火曜日
19時 15 分～ 20 時 45 分

毎週火曜日
13 時 30 分～ 15 時

毎週日曜日
10 時～ 11 時 30 分

松井陽子
（090-3856-3561）

吉村尚子
（978-4933）

吉村尚子
（978-4933）

松井陽子
（090-3856-3561）

藤原いづみ
（090-9131-1157）

自彊術
（公益社団法人自彊術普及会）

じきょうじゅつ

自彊術
（公益社団法人自彊術普及会）

じきょうじゅつ

自彊術
（公益社団法人自彊術普及会）

じきょうじゅつ

自彊術
（公益社団法人自彊術普及会）

じきょうじゅつ

自彊術
（公益社団法人自彊術普及会）

じきょうじゅつ
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