函南町を歩こう会
平成 24 年度会員

第 36 回函南町駅伝大会

暮らしなんでも相談

町内在住者または在勤者で、健康で団体行

「函南町を守りたい」「地域のために活動し

暮らしの中の悩み相談を受け付けています。

動のできる人は一緒に歩いてみませんか。歩

たい」そんな思いがあれば、誰でも消防団に

消費生活、家庭・労働・年金問題、法律関係、

コース／函南町農村環境改善センターから函

行距離は、およそ 10km ～ 15km 程度です。

参加することができます。

多重債務など、困ったときにご利用ください。

南町中央公民館までの６区間、約 20.7㎞

入会・年会費／ 3,000 円（１家族あたり）

チーム編成／中学生以上で構成された正選手

申込み／函南町中央公民館にある申込用紙に

ど災害から町民の生命、財産を守る活動をし

をしてくれる所を紹介します。

６人と控え選手３人（計９人）

記入のうえ、①または②の事業に参加してお

ています。年齢層は幅広く、自営業、サラリー

相談ダイヤル／ライフサポートセンター東部

申し込みください。①修善寺奥の院（陽だま

マン、主婦など様々な職業の人が団員として

学生の部 1,000 円（説明会で徴収）

りに紅葉を訪ねて）
：12 月 18 日（日）８時

参加しています。あなたの力をぜひ地域のた

※相談、取次ぎは原則無料ですが、専門家に相

申込み／平成 24 年１月 11 日（水）までに、

30 分修善寺駅集合②賎機山と静岡浅間神社

めに貸してください。

談する場合は別途費用がかかる場合があります。

生涯学習課窓口へお申し込みください。
（要

（新春祈願、初詣）
：平成 24 年１月 15 日（日）

日時／平成 24 年２月５日
（日）
※雨天中止
（予
備日なし）集合・受付８時

参加料／１チーム

スタート９時

一般の部 3,000 円

中

消防団は、地域で消火・水防・防災活動な

７時函南駅集合

18 歳以上 45 歳未満の人

説明会／平成 24 年１月 26 日（木）19 時か

問 合 先 ／ 佐 野 進 一 郎（978-8037） 野 中 博

問合先／函南町消防団本部（総務課内 979-8102）

意ください。
その他／参加者については１日傷害保険に加

函南町都市交流協会主催
お菓子作り教室

入し、その範囲内で補償します。ケガについ

クリスマスも近くなってきました。プロの

（922-3715）受付時間：平日９時～ 17 時

人権・行政・法律相談
相談無料で、秘密を厳守します。お気軽に

（978-7099）※受付時間 19 時～ 21 時

席したチームは、棄権扱いとしますのでご注

悩み事を一緒に考え、専門的なアドバイス

入団資格／町内に在住または在勤している

項・申込用紙は函南町中央公民館にあります）
ら函南町中央公民館で行います。説明会に欠

第 18 回 MOA 美術館
函南児童作品展
町内の小学生から応募された絵画、書写の

ご相談ください。
日時／ 12 月 15 日（木）10 時～ 12 時、13
時～ 15 時（受付９時 30 分～ 11 時 30 分、

作品を展示します。子どもたちの楽しい作品

12 時～ 14 時 30 分）
５階第１・２会議室

ては、応急処置をしますが、その後の責任は

指導で楽しくお菓子作りをしませんか。

をお楽しみください。

場所／函南町役場

負いません。

日時／ 12 月 14 日（水）13 時 30 分～

日時／ 12 月 10 日（土）17 時～ 20 時 30 分、

内容／①人権相談：子どもへの虐待、パート

問 合 先 ／ NPO 法 人 函 南 町 体 育 協 会（979-

場所／西部コミュニティセンター

12 月 11 日（日）９時～ 15 時（表彰式 10 時）

ナーからの暴力、嫌がらせ、差別など、②行

2206）生涯学習課（979-1733）

募集人数／ 20 人（申し込み多数の場合、町

場所／函南町中央公民館

内在住者と始めての参加者を優先し、抽選）

その他／生け花展示、無料お抹茶コーナー、

③法律相談：離婚、相続、遺言、サラ金など、

応募結果は 12 月９日
（金）
までに通知します。

生け花体験コーナーがあります。

※その他、人権問題、行政問題に発展しそう

持ち物／エプロン、
三角巾、
ふきん、
タッパー、

問合先／中田（979-2905）

なことも、１人で悩まず相談してください。

NPO 法人函南町体育協会
合気道フィットネス教室
合気道でフィットネス。いろいろな人たち

多目的ホール

筆記用具

と合気道の持つ柔らかい動きを練習しながら

参加料／一般 1,200 円、都市交流協会会員

週１回程度開催します。見学は自由です。お

800 円（当日徴収）

気軽にお越しください。

申込み／ 12 月２日（金）までに、藤山（978-5324）

子育て現場に長年携わってきた経験豊かな

日時／毎週日曜日 19 時 30 分～ 20 時 30 分

芹沢（978-3074）へ電話でお申し込みください。

相談員が、子育ての相談に応じます。参加無

場所／函南中学校

子育て相談会

料、申し込み不要です。
体育館武道場

対象者／中学生以上で、
町内外は問いません。
シニア、女性も大歓迎です。

政相談：国の仕事に関する要望や苦情など、

相談員／人権擁護委員、行政相談員、弁護士

（12 月から開催）
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災害から地域を守ろう
函南町消防団員

「福祉なんでも相談会」
「成年後見制度相談会」
福祉のことをなんでも相談してください。

日時／ 12 月 17 日（土）10 時～ 12 時

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）

吹き付けアスベストの含有調査、
除去などに補助金交付します
町では、吹き付けアスベストによる健康被

場所／函南町西部コミュニティセンター

害の不安を解消するため、民間建築物の所有

講師／子育てサポーターリーダー（県認定）

者などが行う吹き付けアスベストの含有調

参加料／月 2,000 円（入会金はありません）

相談無料です。

内容／子育ての相談、情報交換

査、除去などの費用を補助する制度を実施し

その他／運動のできる服装でお越しくださ

日時／ 12 月３日（土）９時 30 分～ 12 時（受付 11 時）

対象者／乳幼児～小学生の保護者・養育者

ています。含有調査は１棟につき 25 万円ま

い。詳細はお問い合わせください。

場所／サンウェルぬまづ

その他／小さなお子さんの遊ぶ施設はありま

で、除去などは１敷地につき 120 万円まで

問合先／渡邊（090-6350-0357）

津市日の出町 1-15）

す。（託児はありません）

補助します。詳しくはお問い合わせください。

問合先／静岡県社会福祉士会（054-252-9877）

問合先／山崎理枝（979-0450）

問合先／都市計画課（979-8117）

広報

（2011.11.15 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。

２階小会議室（沼

広報

（2011.11.15 発行）
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水曜日は、
住民課
（証明交付・パスポート交付のみ）
、
税務課、
会計課の窓口を 19 時まで延長しています。

