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年末特別警戒実施！！
・家を留守にする時や就寝前は、
必ず玄関や窓の鍵がしまってい
るか確認しましょう。
・センサーライトや防犯砂利など
防犯グッズを活用しましょう。
下田警察署管内防犯協会 ☎２７－２７６６

糖尿病等重症化予防講演会の開催

アドベントカレンダー作り

日時 １２月９日（日）１
３：３
０～１５：００
場所 道の駅「開国下田みなと」ベイステージ下田４階
会議室
講師 下田メディカルセンター糖尿病専門医 井原善明氏
定員 ６
０名
申込期日 １２月５日（水）
申込・問合せ 健康増進課 ☎６２－６２５５

日時 １
１月２５日（日）１
０：００～１
２：００
場所 南伊豆町立図書館２階
内容 12月１日からクリスマスイブまでのアドベントの
期間を楽しく数えるために、飛び出す絵本やポップア
ップカードのような特別なアドベントカレンダーを作
成する。
講師 赤池完介氏、山根光一朗氏
対象 全年齢
※カッターを扱えない小さなお子様は保護者同伴必須
定員 ２０名（要予約）
申込方法 氏名、住所、年齢（学年）、連絡先を図書館
まで電話
申込期日 １
１月２４日（土）※定員になり次第、締切
持ち物 色鉛筆、ペン、スタンプなど彩色できる道具、
カッター、定規
参加費 １人３００円
申込・問合せ 図書館 ☎６２－７１００

認定こども園入園受付開始
平成３
１年度の認定こども園入園申込を福祉介護課に
て受け付けています。
対象 平成３
１年４月から入園対象児童の入園を希望する
方および平成３
１年度中に入園対象児童の入園を希望す
る方
※認定こども園入園対象児童とは
・保育部 入園初日に満１０か月に達している児童か
ら小学校就学前の児童
・幼稚部 平成３１年４月１日時点で満３歳に達して
いる児童から小学校就学前の児童
申込方法 必要書類を福祉介護課に提出し、後日、入園
を希望する認定こども園と日程調整を行い、園長等と
面談を行う
申込期日 １
１月３０日（金）
申込・問合せ 福祉介護課 ☎６２－６２３３
南伊豆認定こども園 ☎６２－０００２
南崎認定こども園 ☎６５－００８０

シルバー人材センター新会員募集
シルバー人材センターは、助け合いながら仲良く働
き、喜びや生きがいを見出しながら社会参加をし、地
域の高齢者が集まって、自主的に組織運営する団体で
す。経験・技術・技能を活かして、何らかの収入を得
たいという健康で意欲のある方を募集します。
主な仕事 草刈り、生け垣の刈り込み、庭木の剪定、大
工（修理）、塗装、掃除（屋内外）、家事手伝いなど
入会条件 町内在住で、６
０歳以上の健康で働く意欲のあ
る方
年会費 ２，
０００円
問合せ シルバー人材センター ☎６２－６０００

働き方改革等説明会の開催
働き方改革関連法が平成３
１年４月１日より順次施行
されることとなりました。つきましては、時間外労働
の上限規制や年次有給休暇の確実な取得等の労働時間
法制の見直しや正規雇用労働者と非正規雇用労働者に
係る均等待遇の確保、その他の施策ついての説明会を
下記のとおり開催いたします。
日時 １
２月１４日（金）１
３：３
０～１５：００
（受付開始１３：１
５～）
場所 下田公共職業安定所（ハローワーク下田）１階会
議室 下田市４丁目４－５－２６
内容 働き方改革およびその他の施策について
●長時間労働の是正、年次有給休暇の確実な取得等
●正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇
差の禁止等
●その他の施策について
対象 事業主、企業の人事労務担当者等
定員 ２
０名 先着順。定員になり次第、締切。
申込方法 申込書による事前申し込み
申込期日 １
２月１
０日（月）
申込・問合せ 下田公共職業安定所
（ハローワーク下田）
下田市４－５－２６ ☎２２－０２８８

ペットボトルやビンは、 キャップとラベルを外して、 中を洗ってから分別ゴミに出しましょう！

①キャップを外す

②ラベルを剥がす

③中を水洗いする

④つぶす

※一部画像出典

①キャップを外す

②ラベルを剥がす

③中を水洗いする

経済産業省 http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html

１２月 のカレンダー
１

７ 教育相談（１３：３０～１６：００）図書館
第１
９回静岡県市町対抗駅伝競争大会（１
０：００ 静岡県 １
庁前スタ
ー
ト）
（月）【問】教育委員会 ☎６２－０６０４
（土）
２ 地域防災訓練
（日）

１８
（火）

手話教室（１０：００～１２：００）健康福祉センター

３ 【問】社会福祉協議会 ☎６２－３１５６
（月）教育相談（１３：３０～１６：００）図書館
【問】教育委員会 ☎６２－０６０４

１９
（水）
カフェみなと（１３：３０～１５：３０）みなとの園
【問】地域包括支援センター ☎３６－３３３５
１歳６か月児検診（受付１３：１５～）、３歳児検診（受付
２０ １
３：３０～） 健康福祉センター 【問】健康増進課
（木）☎６２－６２５５
身体障害者生活支援相談（１３：３０～１５：３０）役場
＊要予約 【問】福祉介護課 ☎６２－６２３３
BCG予防接種（１２：４５～１２：５５）役場
２１ 【問】健康増進課 ☎６２－６２５５
（金）麻しん・風しん１期・水痘初回予防接種（１３：００～
１３：１５）役場 【問】健康増進課 ☎６２－６２５５

４
（火）
５
（水）
６ 人権・行政相談（１０：００～１５：００）郷土館２階
（木）【問】町民課 ☎６２－６２２２

２２
（土）

育児相談（１０：００～１１：３
０）地域子育て支援セン
ター
【問】健康増進課
２－６２５５
７ 年金相談（９：３０～１１：３☎６
２３ 天皇誕生日
０、１３：００～１４：００）
（金）下田市役所 ＊要予約 【問】下田市市民保健課
（日）
☎２２－３９２２

８
（土）

２４ 振替休日
（月）

９
（日）

２５
（火）

１０ 教育相談（１３：３０～１６：００）図書館
（月）【問】教育委員会 ☎６２－０６０４
１１
（火）
１２
（水）
１３ 手話教室（１０：００～１２：００）健康福祉センター
（木）【問】社会福祉協議会 ☎６２－３１５６

２６
（水）
２７
（木）
２８ 年内役場一般業務終了
※年末年始の町の業務は、１２月１５日号でお知らせしま
（金）す。
２９
（土）

心配ごと相談（９：００～１５：００）健康福祉センター

３０
１４ 【問】社会福祉協議会 ☎６２－３１５６
年金相談（９：３
０～１
１
：３
０、１
３：０
０～１
４：０
０）
（金）
（日）
郷土館２階 ＊要予約 【問】町民課 ☎６２-６２２２

１５
（土）
１６
（日）

３１
（月）
※広報発行時の予定ですので、変更になる場合があります。

分別収集
１０日（月）、２４日（月）…
１１日（火）、２５日（火）…
１２日（水）、２６日（水）…
１３日（木）、２７日（木）…
１４日（金）、２８日（金）…

立岩・吉田・妻良・子浦・落居・伊浜・一町田・平戸・天神原・蛇石・市之瀬・川合野・青野
一條・毛倉野・岩殿・下小野・上小野・石井・加納・上賀茂
湊・青市
手石・下流・大瀬・石廊崎・中木・入間
下賀茂・差田・吉祥・二條

