ネクストかんなみ
第 10 回かんなみサッカー PK フェスティバル
子どもから大人まで楽しめるサッカーのペナ

函南町都市交流協会主催
スマイルパーティー
歌やゲームで国際交流する「スマイルパー
ティー」を開催します。

ルティーキックの大会です。
日時／平成 25 年１月 27 日（日）
（小雨決行）

町内外にお住まいの外国人の紹介も歓迎しま

人権・行政・法律相談

日ごろ仕事で忙しいお父さん、子育てに参加

相談は無料です。秘密を厳守します。ひとり
で悩まずお気軽にご相談ください。

していますか？
親子で協力して、おいしい具がたっぷり詰

日時／平成 25 年１月 15 日（火）10 時～ 15 時（受

受付８時 30 分～、競技９時 30 分～ 13 時

す。軽食を用意してありますので、お誘い合わ

場所／函南町肥田簡易グラウンド

せてご参加ください。

部門／①キッズの部②小学１・２年生の部③小

日時／平成 25 年１月 11 日（金）18 時～ 20 時、

日時／平成 25 年２月 23 日（土）9 時 30 分～ 12 時

内容／①人権相談：子どもへの虐待、パートナー

学３・４年生の部④小学５・６年生の部⑤中学

受付 17 時 30 分～

場所／函南町西部コミュニティセンター

調理

からの暴力、嫌がらせ、いじめ、人権侵害など

生・一般の部⑥一般女性の部

場所／函南町保健福祉センター ２階多目的研修室

実習室

②行政相談：国の仕事に関する要望や苦情など

募集組数／各部門 16 チーム（先着順）

募集人数／ 70 人（先着順）

講師／高木博美（食育インストラクター）

③法律相談：離婚、相続、遺言、借金問題など

チーム編成／原則キーパーを含む６人（５人

参加料／外国人とその家族は無料、函南町都市交

対象／町内在住の小学生（４年生～６年生）と

※その他、成年後見制度、悪質商法（訪問販売

チーム、男女混合チーム可）

流協会会員・小中学生 300 円、一般 700 円（幼児

その父親（代理可）

など）、居住関係、近隣諸問題、家庭問題など

料金／１チーム 1,000 円（保険料）中学生以下無料

は無料ですが、必ず保護者同伴でご参加ください）

募集組数／８組（申し込み多数の場合抽選）

相談員／人権擁護委員、行政相談員、弁護士

申込み／平成 25 年１月 11 日（金）までに、

申込み／平成 25 年１月７日（月）までに藤山

持ち物／エプロン、ふきん２枚、三角きん

申込み／当日会場でお申し込みください。

ネクストかんなみホームページ（http://www.

（978-5324）芹沢（978-3074）へ電話でお申

参加料／１組 1,000 円（材料費、当日徴収）

問合先／住民課（979-8110）

next-kannami.jp/）からお申し込みください。

し込みください。

ストかんなみホームページからダウンロードし
てください。

まったほっかほかのパンを作りましょう！
お父さんの子育て仲間づくりもしましょう。

第 62 回東部地区国連外国語講座
英会話受講生

問合先／ネクストかんなみ森田（電話：090-

日時／○初級：平成 25 年１月８日～平成 25

8322-3189、FAX：978-8520） 〒 419-0122

年３月 12 日（毎週火曜日）、平成 25 年１月

函南町上沢 753-11

10 日～平成 25 年３月 14 日（毎週木曜日）

付９時 30 分～ 14 時 30 分）※ 12 時～ 13 時を除く
場所／函南町役場

５階第１・２会議室

申込み／平成 25 年１月 18 日（金）までに、
電話または窓口でお申し込みください。

（郵送、FAX の申し込みも可）申込用紙はネク

申込み・問合先／生涯学習課（979-1733）

平成 25 年度版函南町健康
スポーツマップ掲載希望団体
広報かんなみ 3 月号に健康スポーツマップ

地域資料のご寄贈をお願いします
函南町立図書館の開館に向けて地域資料を収

を掲載します。
対象／通年で開催している成人対象の運動教室
で新規参加者を募集する団体。

○中級：平成 25 年１月８日～平成 25 年３月

集しています。ご寄贈をお願いします。

申込方法／平成 25 年１月 18 日（金）までに

12 日（毎週火曜日）、平成 25 年１月 11 日～

収集資料／①町に関する資料、県に関する資料、

申込書を提出してください。

平成 25 年３月 15 日（毎週金曜日）○上級：

近隣の神奈川県箱根・小田原地域に関する資料

申込み・問合先／健康づくり課（978-7100）

練習日時／平成 25 年３月 10 日～平成 26 年 2

平成 25 年１月 11 日～平成 25 年３月 15 日（毎

②町出身者・在住者の著作物（内容不問）

生涯学習課（979-1733）福祉課（979-8126）

月 23 日の毎週日曜日９時～ 12 時および放課後

週金曜日）18 時 45 分～ 20 時 45 分（各回と

受付期限／平成 25 年３月 29 日（金）

場所／函南中学校テニスコートまたは函南小学

も全 10 回）

その他／寄贈いただける資料が大量の場合は事

校テニスコート

場所／沼津労政会館（沼津市高島本町 1-3）

前にご連絡ください。

対象／新小学１年生～３年生男女

受講料／全クラス 20,000 円（教材費は別途）

問合先／生涯学習課（979-1733）

募集人数／ 15 人

問 合 先 ／ 県 国 際 交 流 協 会（ 電 話：054-202-

NPO 法人函南町体育協会
ジュニアソフトテニスクラブ部員

参加料／年間 10,000 円（説明会時に徴収。保

3411、FAX：054-202-0932）

険料含む）ユニフォーム代、試合交通費は別途
その他／保護者へ育成会への入会とクラブ運営
の協力をお願いします。

静岡県栄養士会
田方地区健康づくり推進研究会

放送大学４月入学生
放送大学はテレビなどの放送やインターネッ
トで授業を行う通信制の大学です。働きながら

平成 24 年度
第２回狩猟免許試験
日時／平成 25 年２月 17 日（日）９時～
場所／下田総合庁舎 ６階第３会議室など（下田市中 531-1）

学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいな
ど、さまざまな目的で、幅広い世代の人が学ん
でいます。
平成 25 年度 4 月入学生を募集しています。

申込み／函南町中央公民館にある入部承諾書に

日時／平成 25 年 1 月 16 日（水）19 時～ 21 時

免許の種類／わな猟

詳しい資料を無料で送付しますので、お気軽に

記入のうえ、平成 25 年 2 月 1 日（金）までに

場所／韮山時代劇場 映像ホール（伊豆の国市四日町 772）

内容／知識試験 ･ 適正試験・技能試験

お問い合わせください。

演題／脂質異常症について

申請手数料／ 3,900 円または 5,200 円

出願期限／平成 25 年 2 月 28 日（木）

申し込みください。

講師／村田大一郎（村田内科クリニック院長）

申込期限／平成 25 年１月 18 日（金）

問合先／放送大学静岡学習センター（989-1253）

問合先／岩田（978-3958）

受講料／ 2,000 円

申込み・問合先／東部農林事務所森林整備課

放送大学ホームページでも受け付けています。

（〒 419-0112 函南町柏谷 723-54

岩田）お

問合先／豊島つぐみ（0558-83-1757）
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お父さんと子どもの
手づくりパン教室

広報

（2012.12.14 発行）

ボイス・キュー（FM77.7MHz）で函南町からのお知らせをお聞きになれます。

（920-2169）
広報

（2012.12.14 発行）

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