お父さんと子どもの
パンづくり体験講座

函南町シルバー人材センター

親子でパンづくりをしてみませんか。おい

入会を希望する人は、説明会へ参加してく

佐野美術館友の会 墨絵部
第 20 回百人一画展
日時／平成 24 年１月 10 日（火）～平成 24

東日本大震災における活動事例の紹介など

しい具がたっぷり詰まったほっかほかのパン

ださい。申し込みは不要です。

年１月 15 日（日）10 時～ 17 時（初日 13

を行います。受講料無料です。

をつくりましょう。

日時／平成 24 年１月 12 日（木）13 時 30 分

時～、最終日 16 時まで）

日時／平成 24 年１月 21 日（土）10 時～ 16 時 30 分、

日時／平成 24 年２月 18 日（土）９時 30 分～ 12 時

場所／函南町ふれあいセンター

場所／函南町西部コミュニティセンター 調理実習室

対象／町内に在住する 60 歳以上の人

展示室（長泉町下土狩 1283-11）

場所／東部総合庁舎（沼津市高島町 1-3）

講師／高木博美（食育インストラクター）

問合先／函南町シルバー人材センター（979-5325）

問合先／宮内（975-7278）

募集人数／ 40 人（先着順）

診察室

２階

場所／長泉町コミュニティーセンター

募集組数／８組
（申し込み多数の場合は抽選）

函南町都市交流協会主催
スマイルパーティー

持ち物／エプロン、ふきん２枚、三角きん
参加料／１組 1,000 円（材料費、当日徴収）
申込み／平成 24 年 1 月 27 日（金）までに、
電話または窓口でお申し込みください。
問合先／生涯学習課（979-1733）

静岡労働局
個別労働紛争解決制度
労働に関するさまざまなトラブルの解決を

平成 24 年１月 22 日（日）９時 30 分～ 17 時

申込み／平成 24 年１月６日（金）までに東部危機

対象／小学生（３年生～６年生）とその父親（代理可）

歌やゲームで国際交流する「スマイルパー

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
ご相談ください。

ティー」を開催します。

管理局地域支援課（920-2180）へお申し込みください。

戦後強制抑留者の皆さんへ

町内外にお住まいの外国人の参加も歓迎し

日 時 ／ 平 成 24 年 １ 月 16 日（ 月 ）10 時 ～

ます。軽食を用意してありますので、お誘い

12 時、13 時～ 15 時（受付９時 30 分～ 11

金を支給しています。

合わせてご参加ください。

時 30 分、12 時～ 14 時 30 分）

対象者／旧ソ連またはモンゴル国の地域にお

日 時 ／ 平 成 24 年 １ 月 13 日（ 金 ）18 時 ～

場所／函南町役場

20 時（受付 17 時 30 分～）

内容／①人権相談：子どもへの虐待、パート

日に日本国籍を有する人。
（平成 22 年６月

ナーからの暴力、嫌がらせ、差別など、②行

16 日の特別措置法施行日以降に亡くなられ

会場／函南町保健福祉センター

２階多目的

５階第１・２会議室

シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付

ける戦後強制抑留者で、平成 22 年 6 月 16

お手伝いするため、静岡労働局では、
「総合

研修室

政相談：国の仕事に関する要望や苦情など、

た人の相続人は請求できますが、施行日前に

労働相談コーナー」を設置し、労働相談を行

募集人数／ 70 人（先着順）

③法律相談：離婚、相続、遺言、サラ金など、

亡くなられた人のご遺族等は対象外）

うほか「助言・指導」や「あっせん」などの

参加料／外国人とその家族は無料、函南町

※その他人権問題、行政問題に発展しそうな

受付時間／平日９時～ 18 時

ご案内を行っています。

都市交流協会会員、小中学生 300 円・一般

ことも、１人で悩まず相談してください。

受付期間／平成 24 年 3 月 31 日まで

700 円（幼児は無料ですが、必ず保護者同

相談員／人権擁護委員、行政相談員、弁護士

その他／請求書がない人は、請求書類を送付しま

伴でご参加ください）

申込み／当日会場でお申し込みください。

すので、独立行政法人平和祈念事業特別基金事業

申込み・問合先／平成 24 年１月６日（金）

問合先／住民課（979-8110）

部特別給付金認定担当（ナビダイヤル 0570-059-

総合労働

問合先／静岡労働局総務部企画室
相談コーナー（054-252-1212）

巡回交通事故相談
日時／平成 24 年１月 10 日（火）10 時～ 15 時
場所／函南町役場

１階第３相談室

相談員／静岡県交通事故相談所相談員

204、IP 電話・PHS03-5860-2748）へご連絡ください。

までに、
藤山（978-5324）芹沢（978-3074）
に電話でお申し込みください。

相談は無料で秘密を厳守します。
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災害ボランティア養成講座

ファミリー読書教室
親子で読書に親しんでみませんか。
紙芝居、

子育て相談会
子育て現場に長年携わってきた経験豊かな
相談員が、子育ての相談に応じます。参加無
料、申し込み不要です。

※既に特別給付金を支給された人の再請求は出来ません。

湯～トピアかんなみ
年末年始の営業日程
年末年始を湯～トピアかんなみでゆっくり

募集人数／４人

手遊びなどもあります。参加無料、申し込み

日時／平成 24 年１月 21 日（土）10 時～ 12 時

とお寛ぎください。

持ち物／交通事故証明書（コピー可）
、傷害

不要です。お気軽にご参加ください。

場所／函南町西部コミュニティセンター

営業日／ 12 月 28 日（水）～ 12 月 31 日（土）、

事故被害者は診断書（コピー可）
、事故現場

日時／平成 24 年１月 21 日（土）13 時 30

講師／子育てサポーターリーダー（県認定）

平成 24 年１月２日（月）～平成 24 年１月

の略図（道路幅、衝突地点、交通規制の状況

分～ 15 時

内容／子育ての相談、情報交換

９日（月）

など）、双方の話し合い経過など

場所／函南町中央公民館

対象者／乳幼児～小学生の保護者・養育者

休館日／ 12 月 27 日（火）、平成 24 年１月１日（日）、

申込み／平成 24 年１月４日（水）までに、

絵本／「こぶしのいえのこもりうた」
「ゆき

その他／小さなお子さんの遊ぶ施設はありま

平成 24 年１月 10 日（火）

住民課（979-8110）に電話でお申し込みく

のひ」
「にんじんとごぼうとだいこん」

す。（託児はありません）

※平成 24 年１月 11 日（水）より通常営業

ださい。※時間指定はできません。

問合先／生涯学習課（979-1733）

問合先／山崎理枝（979-0450）

問合先／湯～トピアかんなみ （970-0001）

広報

（2011.12.15 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階和室

広報

（2011.12.15 発行）

16

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。

