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年末の交通安全県民運動
１２月１５日（土）～３１日（月）
安全を
つなげて広げて
事故ゼロへ
下田警察署管内防犯協会
☎２７－２７６６

年末年始の役場業務について

南伊豆町史販売中

役場一般業務
問合せ 総務課 ☎６２－６２１１
休業日 １
２月２９日(土)～平成３
１年１月３日(木)
※死亡届など戸籍の届出は従来どおり受け付けます。

町の歴史と、先人たちが歩んできた姿を書き留めた
「南伊豆町史」です。貴重な重要文化財などの資料写
真を多数掲載し、町民の皆さまにも親しみやすい内容
となっています。
この機会にふるさとの歴史を学び、町の新しい魅力
を発見してみませんか。

ごみの収集および受け入れ業務
問合せ 生活環境課 ☎６２－６２７０
問合せ 清掃センター ☎６２－０５０８
１
２月２９日(土)～平成３
１年１月２日(水)は可燃ごみの
収集は行いません。
１
２月３０日(日)、平成３
１年１月１日(火)～３日(木)の
清掃センターのごみの受け入れは休業します。
お住まいの地区の可燃ごみ収集日と、清掃センター
の受け入れ日をご確認ください。
水道業務
問合せ 石井浄水場 ☎６２－０６４９
患者輸送
問合せ 健康増進課 ☎６２－６２５５
運休日 １
２月２９日(土)～平成３１年１月３日(木)
図書館
問合せ 南伊豆町立図書館 ☎６２－７１００
休館日 １
２月２８日(金)１
２：０
０～平成３
１年１月３日(木)
銀の湯会館 問合せ ☎６３－００２６
休館日 平成３１年１月４日(金)
みなと湯 問合せ ☎６２－０３９０
休館日 平成３１年１月４日(金)

第２６回南伊豆町青野川
ふれあいマラソン大会参加者募集
町内外者を問わずご参加いただけます。ご家族・お
友達同士でぜひお申し込みください。
日時 ２月３日(日) 受付８：００～ 開会式９：００～
場所 青野川ふるさと公園および周辺道路
コース １．
２５ｋｍ（親子ファミリーコース・小学３年生以下）
２ｋｍ(小学４年生～６年生)・３ｋｍ(中学生)
５ｋｍ(高校生・一般)
参加費 ５００円(５ｋｍコースのみ)
申込方法 郵送、ＦＡＸまたはメールのほか、直接教育
委員会までお申し込みください。申込様式は町ホーム
ページからダウンロードしていただくか、教育委員会
にて配布します。
申込期日 １月１０日(木) ※当日消印有効
申込・問合せ 教育委員会社会教育係
☎６２－０６０４ ＦＡＸ６３－００１８
〒４１５－０３９２ 賀茂郡南伊豆町下賀茂３１５－１
メール kyoin@town.minamiizu.shizuoka.jp

【南伊豆町史 寺院編】
町内に現存するすべての寺院と、堂および廃寺・廃
堂が掲載されています。
価格 １冊４，
０００円
サイズ Ｂ５版 ３５６ページ
【南伊豆町史 神社・石造物編】
町内にある神社と祠、石造物の情報および貴重な写
真や作成年代、銘文などが掲載されています。
価格 １冊５，
０００円
サイズ Ｂ５版 ７４６ページ
その他 いずれも数に限りがありますので、無くなり次
第販売を終了します。
問合せ 教育委員会社会教育係 ☎６２－０６０４

消防団出初式観閲パレード・一斉放水
平成３
１年消防団出初式観閲パレードおよび全団によ
る一斉放水を実施します。
なお、雨天の場合は中止となります。
日時 １月４日(金) １４：００頃～
場所 南中小学校～前原橋周辺
問合せ 総務課防災係 ☎６２－６２１１

平成３
１年度償却資産 ( 固定資産税 )
申告時期のお知らせ
法人または個人で、商業・農業・林業・漁業・サー
ビス業などを営んでいる方や、駐車場・アパートなど
を貸し付けている方が、その事業のために使用する構
築物・機械・船舶・工具・器具および備品などを償却
資産といいます。
償却資産の所有者は、毎年１月１日時点で南伊豆町
に所在する償却資産について申告していただくことに
なっています。
前年度償却資産申告書を提出された方には、１
２月下
旬に申告書を郵送します。新たに償却資産の申告が必
要になった方は、お手数ですが町民課までご連絡くだ
さい。
日時 １月４日(金)～１月３
１日(木)
問合せ 町民課課税係 ☎６２－６２２２

１月のカレンダー
手話教室（１
０：００～１２：００）健康福祉センター
[問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６
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
１７ プレママ・パパセミナー（受付１３：００～）市民文化会館
※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
（木）６か月児育児相談 （受付１３：１５～）、 １歳児育児相談
（受付１３：３０～）健康福祉センター
[問]健康増進課 ☎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
１８ [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
（金）水痘追加予防接種（１３：００～１３：１５）役場
[問]健康増進課 ☎６２－６２５５

１
元日
（火）

２
（水）
３
（木）

１９
（土）

南伊豆ジオツアー2018-19④（９：００～１２：００）あいあい

４ 消防団出初式（１３：００～）南中小学校（雨天時：南伊 ２０ 岬駐車場 [問]観光協会 ☎６２－０１４１ ※参加費２，０００円
（金）豆中学校）[問]総務課 ☎６２－６２１１
（日）みんなの夢AWARD in 南伊豆（１３：００～１５：００）湯けむり
ホール [問]地方創生室

☎６２－１１２１

５
（土）
６
（日）

２１ 教育相談（１３：３０～１６：００）図書館
（月）[問]教育委員会 ☎６２－０６０４
２２
（火）

７ [問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６
（月）教育相談（１３：３０～１６：００）図書館

２３
（水）

８
（火）
９
（水）

２４ プレママ・パパセミナー（受付１３：００～）市民文化会館
（木）※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
２５
（金）

手話教室（１
０：００～１２：００）健康福祉センター
[問]教育委員会 ☎６２－０６０４

人権相談（１
０：００～１５：００）郷土館２階小会議室

１０ [問]町民課 ☎６２－６２２２
２６
プレママ・パパセミナー
（受付
１
３
：
０
０
～）健康福祉セ
（木）
（土）

ンター ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
育児相談（１
０：００～１
１：３０）地域子育て支援センター
１１ [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
２７
年金相談
（９：３０～１
１：３０、１３：００～１４：００）下田市 （日）
（金）
役所 ※要予約 [問]下田市市民保健課 ☎２２－３９２２

１２
（土）
１３ 成人式（１０：００～）湯けむりホール
（日）[問]教育委員会社会教育係 ☎６２－０６０４
１４
成人の日
（月）

２８ 教育相談（１３：３０～１６：００）図書館
（月）[問]教育委員会 ☎６２－０６０４
２９ プレママ・パパセミナー（受付１３：００～）健康福祉セン
（火）ター ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
３０
（水）

１５ [問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６
（火）行政相談（１０：００～１５：００）健康福祉センター

３１ 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

心配ごと相談（９：００～１５：００）健康福祉センター
[問]町民課

１６
（水）

☎６２－６２２２

※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
１４日（月）、２８日（月）… 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
１５日（火）、２９日（火）… 一條・毛倉野・岩殿・下小野・上小野・石井・加納・上賀茂
１６日（水）、３０日（水）… 湊・青市
１７日（木）、３１日（木）… 手石・下流・大瀬・石廊崎・中木・入間
１８日（金）、２月１日（金）… 下賀茂・差田・吉祥・二條

