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広報かんなみは再生紙を使用しています。

日時／ ８ 月 18 日（ 土 ）13 時 30 分 ～ 15 時

30 分 （13 時入場開始）

場所／三島市民文化会館　小ホール（三島市一

番町 20-5）

演題／「大腸がんの早期発見と最新の治療」

講師／絹笠祐介（静岡県立静岡がんセンター大

腸外科部長）

募集人数／ 300 人

申込期限／８月 10 日（金）消印有効（先着順）

申込方法／参加者全員の名前、住所、電話番号

を記入のうえ、はがき、FAX、メールでお申し

込みください。

申込み・問合先／静岡県立静岡がんセンター

疾病管理センター（電話：989-5222、FAX：

989-5557、 メ ー ル：shippei-kanri@scchr.jp）

〒 411-8777 長泉町下長窪 1007

日時／８月 21 日（火）９時 30 分～ 16 時 30 分

場所／沼津市民文化センター（沼津市御幸町 15-1）

内容／刑事裁判傍聴、法廷見学、模擬裁判体験

対象／県内在住の中学生（保護者、中学教諭の

見学も可）

募集人数／ 30 人（先着順）

申込期限／８月 13 日（月）

申込み・問合先／静岡県弁護士会沼津支部

（931-1848）

日時／８月５日（日）14 時～ 15 時 30 分

場所／月光天文台（函南町桑原 1308-222）

演題／時間はどこで生まれたのか

講師／佐治晴夫（理学博士）

対象／小学生以上

募集人数／ 80 人（先着順）

その他／参加無料、事前にお申し込みください。

申込み・問合先／月光天文台（979-1428）

日時／８月 19 日（日）８時～ 10 時（７時 30

分函南町役場駐車場集合、小雨決行）

場所／町民の森（函南町畑、南箱根ダイヤラン

ド東側）

作業内容／草刈り、つる切り、ごみ拾いなど

その他／タオル、軍手を持参のうえ、作業ので

きる服装でご参加ください。かま、なた、草刈

機などがある人はお持ちください。

募集人数／ 40 人

申込み／ ８ 月 １ 日（ 水 ）

ま で に 企 画 財 政 課（979-

8101）へお申し込みくださ

い。

日時／８月 28 日（火）10 時～ 16 時 15 分

場所／静岡県立静岡がんセンター研究所　しお

さいホール（長泉町下長窪 1007）

対象／胃がんの患者とその家族

内容／胃がんとは？（総論）など

申込期限／８月 20 日（月）消印有効

申込方法／参加者の名前と電話番号を記入のう

え、はがき、FAX、メールでお申し込みください。

申込み・問合先／静岡県立静岡がんセンター

疾病管理センター（電話：989-5222、FAX：

989-5557、 メ ー ル：shippei-kanri@scchr.jp）

〒 411-8777 長泉町下長窪 1007

　バティックとはインドネシアのジャワ島の王

宮から発展した蝋染めの布です。入場無料、申

し込み不要です。

日時／８月２日（木）～８月５日（日）11 時

～ 18 時

場所／ギャラリー 701　Via701　２階（三島

市本町 7-30）

問合先／みしま街づくり㈱　ギャラリー 701

（976-0038）

月光天文台
宇宙と天文の講演会

静岡県立静岡がんセンター
県民の日事業「公開講演会」

静岡県弁護士会
ジュニア・ロールスクール 2012 夏 in 沼津

（2012.07.13 発行）

医療機関名 住　所 電話番号診療科目日

12 蛇ヶ橋クリニック 内・消化器 函南町肥田 356-11 970-0555

19 伊豆函南鈴木泌尿器科クリニック 泌尿器・内・外 函南町上沢 68-2 970-2450

26 高橋クリニック 外・内・消化器 函南町間宮 895-6 977-1121

診療時間（９時～ 17時）

医療機関へ直接電話するか、
田方医師会のホームページ
（http://www.tagata-ishikai.jp/)、
または田方北消防署
（978-0119）
で確認をお願い
します。

沼津夜間救急医療センター（055-926-8699）
外科・内科・小児科

平日：20時 30 分～翌朝７時
土曜日、日曜日、祝日：18時～翌朝７時

三島メディカルセンター（055-972-0711）
外科・内科・小児科
平日：18 時～ 22 時
土曜日：14時～ 21 時

日曜日、祝日：９時～ 21時

伊豆保健医療センター夜間急患室（0558-76-0111）
外科・内科

年中無休：20時～ 23 時

５ 函南医院 内・小児 函南町仁田 191 978-3023

町民の森づくり事業

静岡県立静岡がんセンター
患者・家族集中勉強会「胃がん編」

みしま街づくり㈱
インドネシアのバティック展

　　　
　　　函南町役場　　　函南町中央公民館　　　函南町保健福祉センター　　　
　　　焼却場　　　函南町西部コミュニティセンター　 　　　 

　　　住民課（979-8110）　　環境衛生課（979-8112）　　総務課（979-8103）　　税務課（979-8107）　　　
　　　健康づくり課（978-7100）　　生涯学習課（979-1733）　　 企画財政課（979-8101）　　農林商工課（979-8114）　    　 
　

住

役

環

健 生

中 保
焼 西

７か月児健康相談 健保

３歳児健診 健保

１歳６か月児健診 健保

２歳児健診 健保

人権・行政・法律相談 住役

広報かんなみ発行日 企

離乳食講習会 健保

健康相談 健保

ファミリー読書教室 生中

子育て相談会 生西

book

フッ素塗布 健保

ごみの受け入れ日 環焼

book

book

企

健康栄養相談 健保

税

道路ふれあい月間、食中毒防止月間
水難事故防止強化月間・水の月間

カレッジ・inかんなみ 生中

book

県民の日

book

函南町総合防災訓練 総

健康栄養相談 健保

in狩野川　かんなみ猫おどり 農

健康相談 健保

健康相談 健保

税総

親子で考える平和展 生中

親子で考える平和展 生中

農

町民の森づくり事業 企

チャレンジ大学 生中

夏休みわいわい塾 生中

親子で考える平和展 生中

親子で考える平和展 生中


