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図 書 館 だ よ り
≪新着図書のご案内≫

〈一 般〉

◎兵諌

浅田 次郎 著 / 講談社

◎婿どの相逢席

西條 奈加 著 / 幻冬舎

◎今夜は家呑み

ぐっち夫婦 著 / ＫＡＤＯＫＡＷＡ

〈児 童〉

◎友だちは図書館のゆうれい

草野 あきこ 文 / 金の星社

◎クイズとことん都道府県１～３

由井薗 健 監修 / 理論社

◎宿題ファイター

よしなが こうたく さく / 好学社

【問合せ】 図書館（℡４２－３９７２）

「幼稚園で遊ぼう！」のご案内
未就園のお子さまをお持ちで、幼稚園の教育の様子を

知りたい方を対象に、下記のとおり実施します。

【日 時】 １０月１９日（火） ９：３０～１０：４５

【日 時】 受け付け後、上記の時間帯であればいつで

【日 時】 も参加できます。

【内 容】 園生活の紹介・在園児との交流など

【対 象 児】 未就園のお子さま（０歳～５歳）

【申込期間】 ９月１３日（月）～１０月８日（金）

【問 合 せ】【松崎幼稚園（℡４３－００２３）

不妊・不育面接相談のご案内
～ひとりで悩んでいませんか？～

静岡県では、不妊症・不育症に関して、医師による面接

相談（無料）を実施しています。

【相 談 日】 １０月１７日（日）

【場 所】 プラサヴェルデ（沼津市大手町１-１-４）

【予約方法】 電話もしくはメール

【受付時間】 平日の９：００～１７：００

【予約・問合せ】

静岡県健康福祉部こども家庭課（℡０５４－２２１－３３０９）

E-mail：kokatei@pref.shizuoka.lg.jp

公証週間中の休日相談（無料）
開催のお知らせ

１０月１日（金）から７日（木）までは「公証週間」です。

この期間中、下田公証役場において、次のとおり、休日

相談（無料）を行います。お越しの場合は、事前に予約し

てください。

【休日相談（無料）】

１０月３日（日） １０：００～１５：００

【相談内容】

相続・遺言､任意後見､尊厳死宣言、離婚給付など

【場 所】

下田公証役場（下田市西本郷１－２－５ 佐々木ビル３階）

【申込方法】

予約制

※問合せ先に、事前にお電話ください。

※平日の相談（無料）の受付時間は､９：００～１６：３０です。

＜日本公証人連合会による電話相談＞

【受付期間】 １０月１日(金)～１０月７日（木） ※全７日間

【受付時間】 ９：３０～１６：３０（１２：００～１３：００を除く）

【電話番号】 ０３－３５０２－８２３９

【申込み・問合せ】 下田公証役場（℡２２－５５２１）

漆喰鏝絵コンクール佳作展
開催のお知らせ

第２１回全国漆喰鏝絵コンクールが開催されました。

今年も全国各地から多くの皆さまにご応募いただき、そ

の中から佳作に選ばれた１２点を展示します。

【日 時】 ９月１３日（月）～９月２０日（月・祝）

【日 時】 ９：００～１６：００ ※土日祝日も開催します。

【場 所】 環境改善センター １階 ロビー

【そ の 他】 最優秀賞以下入賞作品展は、９月２６日（日）

【日 時】 から、伊豆の長八美術館

【日 時】 で開催予定です。

【主 催】 （一財）松崎町振興公社

【日 時】 松崎町企画観光課

【後 援】 （一社）日本左官業組合連合会

【問 合 せ】 （一財）松崎町振興公社（４２－１８８１）



４０～６４歳の女性の方が対象

初心者ヨーガ教室
運動を始めたい方、ヨーガに挑戦してみたい方を中心

に初心者向けのヨーガ教室を開催します。

昨年度は、７割の方がヨーガ初体験でした。

【日 時】 １１月１日（月）、１１月１５日（月）、

【日 時】 １１月２９日（月）、１２月１３日（月）

【日 時】 いずれも１０：００～１時間程度

【場 所】 福祉センター 和室

【定 員】 １５人

【講 師】 青木 弥生 氏

【対 象】 ４０歳～６４歳の女性住民

【日 時】 ※運動制限がなく、正座ができる方。

【参 加 費】 ２００円

【申 込 み】 １０月２２日（金）までに、問合せ先へお申し

【日 時】 込みください｡

６５歳以上の方が対象

ゆったりヨガ教室
ゆっくり体を動かして、血行をよくしたり、体を伸ばして気

分すっきり。椅子に座ったヨガを中心に行います。

【日 時】 １０月２９日（金）、１１月２６日（金）、

【日 時】 １２月１７日(金)、１月２８日(金)、２月１８日(金)

【日 時】 いずれも１３：３０～１時間程度

【場 所】 環境改善センター 文化ホール

【定 員】 ２４人

【講 師】 鈴木 こなみ 氏

【対 象】 ６５歳以上の住民

【日 時】 ※介護認定を受けておらず、定期的に特定

【日 時】 ※健診などを受診しており運動制限がない方｡

【参 加 費】 ３００円

【申 込 み】 ９月３０日（木）までに、問合せ先へお申し込

【日 時】 みください。

不動産無料相談会のお知らせ
地価公示、地価調査をはじめ、不動産の鑑定評価制度

について、県民の皆さまに広く知っていただくため、不動

産鑑定士による無料相談会を実施します。

【日 時】 １０月１日（金） １０：００～１６：００

【場 所】 プラサヴェルデ ４０１会議室

【開催場所】 （沼津市大手町１－１－４）

【相談内容】 鑑定評価､価格、賃料､売買､交換､借地､借

【開催場所】 家､相続､贈与､その他不動産に関すること

【申込方法】 当日会場で受け付け

【開催場所】 （受付締切時刻 １５：３０）

【そ の 他】 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状

【開催場所】 況によっては、開催を取り止める場合があり

【開催場所】 ます。

【主 催】 公益社団法人静岡県不動産鑑定士協会

【共 催】 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会

【問 合 せ】 公益社団法人静岡県不動産鑑定士協会

【開催場所】 （℡０５４－２５３－６７１５）

＊両教室共通事項

【持 ち 物】 ヨガマットもしくはバスタオル、飲み物など

【そ の 他】 ◆マスク着用で実施します。換気をしながら行いますので、羽織れる上着などをご用意ください。

【対 象】 ◆発熱や体調不良の方､２週間以内に感染が疑われる人との接触がある場合などは欠席でお願いします｡

【対 象】 ◆感染症の流行状況などにより、教室を中止する場合があります。

【お 願 い】 ◆参加費は、最終的な参加人数で若干変更する場合がありますので、ご了承ください。

【お 願 い】 ◆申込多数の場合は抽選とし、後日結果を通知します。

【問 合 せ】 健康福祉課（℡４２－３９６６）

看護師等再就業研修のお知らせ
－ナースセンターは皆さんの再就業のお手伝いをします－

【日 時】 １２月１日（水）～３日（金）

【開催場所】 ９：３０～１５：３０

【場 所】 三島商工会議所（三島市一番町２－２９）

【内 容】 講義・演習

【開催場所】 最近の看護の動向、感染管理、救急看護、

【開催場所】 医療安全管理、高齢者･認知症の看護、

【開催場所】 高齢者施設説明 など

【対 象 者】 看護の仕事をしていない看護職免許保有者

【開催場所】 ２０人程度

【申込方法】 問合せ先へ電話または所定の用紙を郵送・

【開催場所】 FAX してください。

【申込期限】 １１月２２日（月）

【受 講 料】 無料（託児費一部補助します）

【問 合 せ】 静岡県ナースセンター 東部支所

【開催場所】 〇℡０５５－９２０－２０８８

【開催場所】 〇FAX０５５－９２８－５０３７


