保護者 65 組 172 人が参加しました。

体力づくりを通じて親子で楽しく体を動かしな

がら子どもの成長を一緒にお祝いすることを目

湯～トピアかんなみ
臨時休館案内

う！」が行われ、０歳～ 10 歳の子どもとその

的に行い、参加者からは「挑戦する姿や年齢の

日（木）

日（火）～

日から、「自

問合先／静岡地方法務局沼津

レットをご覧ください。

る制度案内のパンフ

法務局に設置してい

について」または、

ける自筆証書遺言書保管制度

省ホームページ「法務局にお

制度の概要など、詳細は法務

手 続 き の 方 法 や 必 要 書 類、

す。

法務局に預けることができま

まり、自身で書いた遺言書を

筆証書遺言書保管制度」が始

令和２年７月

自筆証書遺言書保管制度

預けて安心

（９７０‐０００１）

問合先／湯～トピアかんなみ

５月

休館期間／５月

ご協力をお願いします。

惑をお掛けしますが、
ご理解・

の期間臨時休館します。ご迷

施設内改修工事のため、次

２月 20 日、子育て交流センターや文化セン
支局（９２３‐１２０１）

できて嬉しかった。親子でふれあう時間が持て

「健康ウォーキング」
２月 28 日、「健康ウォーキング」を行い、

静岡大学お茶ノ子祭々
よさこい演舞

かんなみの桜や富士山を堪能

ださい。
日（土）

伊豆ゲート
コミュニティ広場

を間近に見ることができるコ

田海中水族館のウミガメさん

毎回好評をいただいてる下

ＧＷ 「ウミガメデー」

道の駅×下田海中水族館

ウェイ函南（９７９‐１１１２）

問合先／ 道の駅 伊豆ゲート

ウェイ函南

場所／ 道の駅

ページでお知らせします。

※演舞時間は決定次第ホーム

日時／

月

をステージでぜひ体感してく

えたいというメンバーの思い

の演舞やよさこいの魅力を伝

中でより多くの人に自分たち

トが中止になっている状況の

コンクールや大きなイベン

演舞を披露します。

の駅のステージでオリジナル

チーム「お茶ノ子祭々」が道

大学の学生によるよさこい

県内外で活動している静岡

違う子と楽しそうに遊んでいる姿を見ることが
ラボイベント。

時（雨天・強

いて学ぶことができます。他

態と彼らの住む海の環境につ

ウェイ函南

場所／川の駅

風中止）

時～

にも「あの海の生き物」と一

問合先／ 川の駅 伊豆ゲート

月

日（月）

時～

第３回 ドッグフェス
だら～㏌川の駅

わんちゃんのお洋服や日用

大好評のドッグイベント！
ウェイ函南

品、無添加おやつのお店がた

伊豆ゲート
問合先／ 道の駅 伊豆ゲート

くさん出店。また国際ペット

場所／道の駅

ウェイ函南（９７９‐１１１２）

ビジネス専門学校熱海校によ
る無料トリミングや美容相
川 の 駅 で は、 ゴ ー ル デ ン

体験会、わんことカヤックな

ス、フライボール実演、無料

談、その他わんわん大サーカ
ウィークに毎日イベントを開

ど愛犬と一緒に一日楽しめる
時～

コンテンツが盛りだくさん
日（日）

自転車・セグウェイを体験で

月

日時／

場所／川の駅

日（土）～５月
時※気球

ウェイ函南（９７９‐７０４８）

伊豆ゲート

伊豆ゲート

時（雨天中止・荒天中止）
す！大人から子どもまでわく

月

時～

問合先／川の駅

ウェイ函南
日時／

をぜひ体験してください。

わくスカイアクティビィティ

は気球が川の駅にやってきま

きるほか、５月２日（日）に

催します

期間中、おもしろ

川の駅ＧＷまつり

イベント広場

伊豆ゲート

緒に写真が撮れるフォトブー

ウェイ函南（９７９‐７０４８）

時

日時／

けん大会も予定しています。

スも設置。

時からはじゃん

時、

体験：５月２日（日）８時～

▲柿沢川堤防沿いでかんなみの桜を見ながらを歩く参加者

今回もウミガメさんを道の

た」「いい運動になった」という声が聞こえま

駅で間近に見ながら、その生

25 人が参加し、ウォーキングマップ「歩きた
５日（水）

プ車操法、第５分団・第６分団が小型ポンプ操
法を行いました。

団員は日頃の訓練の成果を発揮するととも
に、他の分団の出来栄えを確認しました。

し、消防技術の向上と士気の高揚を図ることを

同訓練披露は消防操法の習熟の成果を確認

月

時

分）

分～

日（ 月 ）

気軽にご相談ください。
日時／

時～

時（ 受 付： ９ 時
分、

場所／函南町役場５階

時

第

▲操法を披露する団員

、いじめ、虐

問合先／住民課

みください。

申込み／当日会場でお申し込

相談委員・弁護士

相談員／人権擁護委員・行政

持ち物／相談に関係する資料

労働問題、消費生活問題など

関係、近隣諸問題、家族問題、

その他：成年後見制度、居住

調停、離婚、相続、遺言など

望など③法律相談：裁判訴訟、

窓口に関する苦情、意見、要

など②行政相談：国の仕事・

待、暴力、誹謗・中傷・差別

ストーカー、

内容／①人権相談：人権侵害、

１・２会議室

時～

守します。ひとりで悩まずお

相談は無料です。秘密は厳

人権・行政・法律相談

目的に、第１分団・第２分団・第３分団がポン
（９７９‐８１１０）

20
４月号
広報

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。
21

防団操法訓練披露」が行われました。
‼

10

２月 28 日、函南町役場駐車場で「函南町消
10

11

「函南町消防団操法訓練披露」
17

9

30 30

消防技術の向上と士気高揚
15

5

17

れいで楽しかった」「日頃の運動不足を実感し
10

14

参加者からは「天気が良く、富士山や桜がき

した。
10

16

DV

かけづくりのために毎年行われています。
16

５

同イベントは運動不足解消や健康増進のきっ
11

3

10 1

13

した。

5

‼

30 15

らぎ公園、柏谷公園などを通るコースを歩きま

くなるまち函南」を参考に函南町役場からせせ
5

▲鉄棒で逆上がりに繋がる運動遊びをする親子

1

15

て良かった」という声が聞こえました。
5

同イベントは、ふれあい遊びや遊具を使った
11
‼

10

Photo
子育て交流センター
「大きくなっておめでとう！」
【重要】新型コロナウイルス感染症の感染状況により、イベントの中止
など掲載内容が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

ター文化のプラザで「大きくなっておめでと
13

Gallery

写 真 で つ づ る 函 南 町 で の で き ご と

