NPO 法人函南町体育協会
杖道部

NPO 法人函南町体育協会
武術太極拳部

食体験や調理実習を通して、楽しみながら食

杖道とは、槍、薙刀、太刀の長所を取り入れた総

健康に不安を感じたらリフレッシュしましょ

事の大切さや日本文化について学ぶ教室です。

合的な武道です。年齢性別を問わず、どなたでも楽

う。どなたでも参加できます。

柵で感電死する事故が発生しました。電気柵の

日時／毎月第３土曜日９時〜 13 時（全９回）

しめる生涯スポーツです。見学、体験も歓迎します。

日時／函南町体育館：毎週火曜日 13 時 30 分

設置は、電気事業法により感電・火災の恐れの

初回５月 19 日（土）

日時／ 19 時 30 分〜 21 時、毎週土曜日

〜 15 時、函南小学校体育館：毎週木曜日 19 時

ないように設置することとされており、農業者

場所／函南町西部コミュニティセンターなど

場所／函南中学校剣道場

30 分〜 21 時、毎週土曜日 13 時 30 分〜 15 時

自らが設置する場合を含め、感電防止のための

対象／小学生４年生〜６年生

対象／どなたでも

参加料／月額 3,000 円、登録料年額 1,000 円

適切な措置をすることが必要です。

募集人数／ 20 人（先着順）

会費／月額 2,000 円（入会金 1,000 円）

申込み／夕方以降に電話でお申し込みください。

注意事項／○電気柵の電気を 30 ボルト以上の

参加料／年間 5,500 円（保険料含む）

問合先／大城（978-5024）

その他／体育館シューズ・タオル・飲み物を持

電源から供給するときは法律適用の電源装置を

参し、動きやすい服装でお越しください。

使用すること○電気柵を公道沿いなどの人が容

申込み・問合先／塩田（970-0137）

易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止

函南食育クラブ

申込み・問合先／５月２日（水）までに杉山サ
ユ リ（978-9382）、 望 月 は る み（979-2406）

函南町シルバー人材センター

へ電話でお申し込みください。
さい。申し込みは不要です。
日時／５月９日（水）13 時 30 分
初心者でもどんな楽器でも参加できる講座で

場所／函南町ふれあいセンター

診察室

町民の皆さんが気軽に運動できるように、体

その他／電気柵の設置を見かけた際は、触らな
問合先／農林商工課（979-8114）

日時／５月 27 日（日）、６月 24 日（日）

問合先／函南町シルバー人材センター（979-5325）

ください。
日時／○ミニテニス：函南小学校５月 16 日、
10 月 10 日、丹那小学校９月 19 日、11 月 21
日、桑村小学校７月４日、９月 26 日、東小学

申込み・問合先／函南町文化協会 kms（ケー

を行うこと
いよう注意してください。

用紙に記入のうえ生涯学習課窓口にお申し込み

東部ふれあい体験塾研修生

を設置する場合は、見やすい文字等で危険表示

験教室を開催します。参加料は無料です。申込

対象／町内に在住する 60 歳以上の人

13 時〜

函南ミニバスケットクラブ
スポーツ少年団
明朗・快活・誠実な子どもの育成および生活

日時／７月 29 日（日）〜８月３日（金）

校５月 23 日、７月 25 日、
函南中学校６月 27 日、

の基本を習得し、基礎体力を備えた健康児の育

研修場所／松川（長野県）

７月 18 日、10 月 31 日、11 月 28 日、○ファ

成をモットーとしたクラブです。

募集人数／ 15 人（申し込み多数の場合抽選）

ミリーバドミントン：函南小学校６月６日、９

練習日／東小学校体育館：毎週土曜日 18 時〜

参加料／ 29,000 円

月 12 日、11 月７日、丹那小学校７月 11 日、

21 時、東小学校・函南小学校・西小学校の体

募集人数／４人

申込み・問合先／４月中旬に中学校で配布される

10 月３日、桑村小学校５月 16 日、７月 18 日、

育館のいずれか：毎週日曜日９時〜 12 時

応募期間／５月 11 日（金）まで

申込用紙に記入のうえ、５月 11 日（金）までに各中

10 月 10 日、東小学校６月 27 日、９月 19 日、

対象／町内在住の小学生１年生〜５年生男女

応募資格／満 20 歳以上の心身ともに健康な人

学校、生涯学習課（979-1733）へお申し込みください。

11 月 21 日、○ニュースポーツ：函南小学校

問合先／伊東（978-8031）福本（979-2278）

７月４日、９月 26 日、11 月 28 日、丹那小学

長谷川（978-1008）

エムエス）小林（090-1788-7048）

狩野川河川愛護モニター

で、狩野川近隣に在住の人

（申込用紙は函南町中央公民館に置いてあります）

委嘱と任期／７月１日〜平成 25 年６月 30 日
活動内容／地域住民への河川愛護の普及・啓発

校５月 23 日、７月 25 日、10 月 31 日、桑村

東部ふれあい体験塾研修生リーダー

活動範囲／狩野川河口〜修善寺橋

21

平成 24 年度
自由体育体験教室

す。入場無料、事前にお申し込みください。

場所／函南町ふれあいセンター

農業者が鳥獣被害防止のために設置した電気

のために、漏電遮断器を設置すること○電気柵
入会を希望する人は、説明会へ参加してくだ

はじめてのジャズ講座

鳥獣被害防止用電気柵設置の
安全管理について

小学校６月６日、９月 12 日、11 月７日、東
小学校 10 月３日、函南中学校７月 11 日、（全

函南 RC スポーツ少年団

申込み方法／名前（ふりがな）
、年齢、性別、

日時／７月 29 日（日）〜８月３日（金）

て水曜日）19 時 30 分〜 21 時

住所、電話番号、職業、活動を行える範囲、地

研修場所／松川（長野県）

対象／町内在住の小学生以上の人、町内在学・在勤の人

練習日／毎週火曜日・金曜日 18 時 30 分〜 20 時 30 分

域に密着した活動への参加経験の有無とその活

対象／町内在住で平成４年４月２日〜平成９年４月１日生まれの人

持ち物／体育館シューズ・タオル・飲み物等

練習場所／函南中学校または桑村小学校のグラウンド

動内容、応募理由、河川愛護モニター経験の有

募集人数／ 10 人（沼津市・三島市・伊豆の国市・

その他／用具は各教室で用意します。スポーツ

対象／町内在住の小学生男女

無を記入のうえ、郵送でお申し込みください。

函南町・清水町・長泉町の合計）

安全保険の加入を希望する人は、５月 15 日
（火）

その他／体験入団を希望の人は、直接会場にお

申込み・問合先／国土交通省中部地方整備局沼

参加料／無料

13 時までに生涯学習課へお申し込みください

越しください。練習以外に記録会等にも出場し

津河川国道事務所河川管理課（934-2011）

申込み・問合先／５月 11 日（金）までに函南

〒 410-8567 沼津市下香貫外原 3244-2

町中央公民館にある申込用紙に記入のうえ生涯

ないように

学習課（979-1733）へお申し込みください。

問合先／生涯学習課（979-1733）

広報

（2012.04.16 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。

（小中学生 800 円、大人 1,850 円）※おつりの

翔ぶ時は今！楽しく走って身体をきたえよう。

ます。詳細はお問い合わせください
問合先／鈴木達男（979-1739）

広報

（2012.04.16 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。

