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カード受取型オレオレ詐欺多発！
息子や孫、住宅会社などを名乗
るキャッシュカード受取型詐欺が
多発しています。
キャッシュカードは見ず知らず
の人に絶対に渡さず、暗証番号も
教えないようにしましょう。
問合せ 下田警察署管内防犯協会
☎２７－２７６６

マイナンバーカード時間外交付の実施

平成３
１年静岡県山火事予防運動の実施

マイナンバーカードを受け取るには、ご本人様に来
庁していただく必要があります。
平日の役場開庁時間内（８：３
０～１
７：１
５）に受け取
りに来ることができない方のために、下記のとおり時
間外窓口を開設しますので、ご利用ください。
なお、カードの交付は２
０分程度かかるため、事前に
ご予約ください。
日時 ２月２８日（木）１
９時まで（受付１８時３０分まで）
場所 役場１階 町民課窓口
予約・問合せ 町民課 ☎６２－６２２２

平成３
１年静岡県山火事予防運動について、最危険期
である２月１日から３月３
１日までを運動期間とし、特
に３月１日から３月７日までの７日間を重点活動期間
として実施します。
●統一標語
「忘れない 豊かな森と 火の怖さ」
●推進目標
①枯草等のある火災が起こりやすい場所では、喫煙、
たき火をしないこと
②たき火等火気の使用中はその場を離れず、使用後は
完全に消火すること
③強風時および乾燥時には、たき火、火入れをしない
こと
④火入れを行う際、許可は必ず受けること
⑤たばこは指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず
消すとともに、投げ捨てないこと
⑥火遊びはしないこと
問合せ 地域整備課 ☎６２－６２７７

シニア向け健康づくり教室の開催
いつまでもはつらつとした生活が送れるように、自
身の体力を知り、健康づくりのために効果的な運動方
法を学ぶ教室を下記の通り開催します。
日時 ３月１４日（木）１
３：３０～１５：３０
場所 健康福祉センター
内容 体力測定、理学療法士による講話
※握力、片足立ち時間測定、５ｍ歩行速度など５種類
の体力測定を行います。
対象者 ６
５歳以上の町民の方
※ただし、医師から運動を止められている方、町の運
動教室に参加中の方は除く。
定員 １
５名（先着順）
持ち物 室内用運動靴
申込方法 電話等による申込み
申込期日 ３月８日（金）
その他 運動ができる服装でお越しください
申込・問合せ 地域包括支援センター
☎３６－３３３５

ジュニア・ロースクール２０
１
９春
ｉ
ｎ沼津の開催
日時 ３月２８日（木）９：３
０～１
６：３０
場所 静岡県弁護士会沼津支部 沼津市御幸町２４－６
内容 午前は実際の刑事裁判または模擬裁判の傍聴を行
い、裁判というものに触れてもらい、午後は法作りを
体験し、問題（紛争）の解決方法を学びます。
対象者 静岡県下の中学生
申込方法 メール、ＦＡＸ、申込フォームからの申込。
詳細な様式等は静岡県弁護士会にお問い合わせ下さい。
参加費 無料
申込・問合せ 静岡県弁護士会沼津支部
☎０５５－９３１－１８４８

ドキュメンタリー映画上映会の開催
日時 ４月１
０日（水）開場１７：００、開演１
８：０
０～
場所 役場 湯けむりホール
内容 平成２３年３月１
１日に発生した東日本大震災によっ
て、両親と２人の子どもを失った家族が、５年の月日
をかけて立ち直っていくまでのドキュメンタリー映画
の上映。
定員 １００名（事前予約制）
申込方法 下記申込・問合せ先にて予約受付
入場料 無料
その他 事前予約制のため、必ず申込をしてください。
申込・問合せ 社会福祉協議会 ☎６２－３１５６
下賀茂熱帯植物園 ☎６２－００５７

３月のカレンダー
１ 育児相談（１０：００～１１：３０）地域子育て支援センター
（金）[問]健康増進課 ☎６２－６２５５

１７ 南伊豆ジオツアー2018-19⑥（９：００～１２：００）入間駐車場
（日）[問]観光協会 ☎６２－０１４１ ※参加費２，５００円

２
（土）

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

３
（日）

１９
（火）

手話教室（１
０：００～１２：００）健康福祉センター

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

２０
（水）

５
（火）

２１ 春分の日
（木）

６
（水）

２２ [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
（金）水痘追加予防接種（１３：００～１３：１５）役場

[問]教育委員会 ☎６２－０６０４

BCG予防接種（１２：４５～１２：５５）役場
[問]健康増進課

☎６２－６２５５

６か月児育児相談（受付１３：１５～）、１歳児育児相談（受
１３：３０～）健康福祉センター
７ 付
２３
[問]健康増進課 ☎６２－６２５５
（木）身体障害者生活支援相談（１３：３０～１５：３０）役場
（土）
※要予約 [問]福祉介護課 ☎６２－６２３３
人権・行政相談（１
０：００～１５：００）郷土館２階

８ [問]町民課 ☎６２－６２２２
２４
年金相談
（
９
：
３
０
～
１
１
：
３
０
、
１
３
：
０
０
～
１
４
：
０
０
）下田市役所
（金）
（日）
※要予約

[問]下田市市民保健課

☎２２－３９２２

９
（土）

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

１０ 第２４回南伊豆町芸能部門発表会（１１：００～１５：３０）役場 湯け ２６
（日）むりホール [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
（火）
１１ 教育相談（１３：３０～１６：００）図書館
（月）[問]教育委員会 ☎６２－０６０４

２７
（水）

１２
（火）

２８ [問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６
（木）カフェみなと（１３：３０～１５：３０）みなとの園

１３
（水）

２９
（金）

１４ 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

３０ 休日臨時窓口（８：３０～１２：００）役場１階町民課窓口
（土）[問]町民課 ☎６２－６２２２

手話教室（１
０：００～１２：００）健康福祉センター
[問]地域包括支援センター

☎３６－３３３５

心配ごと相談（９：００～１５：００）健康福祉センター

１５ [問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６
３１ 休日臨時窓口（８：３０～１２：００）役場１階町民課窓口
（金）年金相談（９：３０～１１：３０、１３：００～１４：００）郷土館２階（日）[問]町民課 ☎６２－６２２２
※要予約

[問]町民課

☎６２－６２２２

１６
（土）

※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
１１日（月）、２５日（月）…
１２日（火）、２６日（火）…
１３日（水）、２７日（水）…
１４日（木）、２８日（木）…
１５日（金）、２９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

