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おたっしゃポイントおよび手帳の交換
日時 ３月２５日（月）～４月１
９日（金）
※土、日、祝日を除く９：０
０～１
７：００
受付場所 地方創生室（役場２階）
その他 手帳と印鑑をお持ちください
問合せ 地方創生室 ☎６２－１１２１

静岡県警察官の募集
募集職種 警察官Ａ
資格 大学卒業もしくは大学卒業見込みの方
申込期日 ４月１
２日（金）
試験日時 ５月１
２日（日）
その他 詳しくは下田警察署、または最寄りの交番駐在
所へお問い合わせください
より詳しい情報については
右ＱＲコードまたは下記ＵＲＬ
から静岡県警察官募集ホームペ
ージをご確認ください
ホームページ
https://www.pref.shizuoka.jp/police/saiyo/index.html
問合せ 下田警察署警務課 ☎０５５８－２７－０１１０
静岡県警察本部警察官採用案内 ☎０１２０－４８９－２７６

いか 知らない人にはついていかない
の 知らない人の車にのらない
お 「助けて！」とおおきい声を出す
す 怖かったら大人のいる方にすぐ逃げる
し どんな人が何をしたのか家に人にしらせる
問合せ 下田警察署管内防犯協会
☎０５５８－２７－２７６６

平成３
１年度畜犬登録
および狂犬病予防注射日程
犬の所有者は法律に基づき、犬の登録と毎年１回、
犬に狂犬病予防注射を行う義務があります
日時 下記表を参照してください
手数料 おつりの出ないようにお願いします
登録 ３，
０００円（１頭）
予防接種 ３，
４００円（１頭）
持ち物 ハガキ、愛犬手帳
その他 新規登録を行う方は、所有者の住所、氏名、電
話番号、犬の種類、犬の名前、性別、生年月日をメモ
して来てください
問合せ 生活環境課 ☎６２－６２７０
月日

５月７日
(火)

第３０回静岡県すこやか長寿祭
スポーツ・文化交流大会参加者募集
●総合開会式・３
０回記念講演会
日時 ４月２
５日（木）１
３：００～１６：３０
場所 グランシップ中ホール・大地
内容 アトラクション、選手宣誓、講演会
入場料 無料
その他 どなたでも観覧は可能ですが、先着順事前申込
制となりますので、観覧を希望する方はお早めに下記
までお問い合わせください
●スポーツ・文化交流大会
日時 ４月～６月（競技により時期が異なります）
場所 草薙総合運動場ほか、県内各地
内容 卓球、テニス、剣道、合気道、マラソン、囲碁、
将棋、健康麻雀、俳句、民謡など
対象者 原則６
０歳以上の県内在住の方
その他 一部競技でねんりんピック紀の国わかやま２０
１
９
の代表選手選考を兼ねます。競技参加には事前申込が
必要です。競技ごとに申込期日が異なるため、詳細に
ついては下記までお問い合わせください
申込・問合せ 公益財団法人しずおか健康長寿財団
５
３－４２
２
１ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sukoyaka.or.jp
☎０
５
４－２

覚えよう！ 防犯標語「いかのおすし」

５月８日
(水)

５月９日
(木)

時間
９：10 ～９：20
９：30 ～９：45
９：50 ～ 10：05
10：15 ～ 10：35
10：45 ～ 11：00
11：10 ～ 11：20
11：25 ～ 11：35
11：45 ～ 11：55
12：45 ～ 12：50
13：00 ～ 13：05
13：15 ～ 13：20
13：30 ～ 13：40
13：50 ～ 14：00
９：00 ～９：15
９：25 ～９：35
９：45 ～９：55
10：05 ～ 10：15
10：25 ～ 10：35
10：45 ～ 10：55
11：05 ～ 11：15
11：25 ～ 11：35
11：45 ～ 11：55
12：05 ～ 12：15
13：15 ～ 13：25
13：30 ～ 13：40
13：50 ～ 13：55
14：05 ～ 14：15
14：25 ～ 14：35
9：10 ～ 9：20
9：30 ～ 9：40
9：45 ～ 9：55
10：00 ～ 10：10
10：15 ～ 10：25
10：35 ～ 10：40
10：45 ～ 10：55
11：05 ～ 11：15
11：25 ～ 11：35
11：40 ～ 11：50

場所
長田建設工業㈱駐車場
青市上組消防小屋前
青市消防詰所前
湊コミュニティセンター
手石公会堂
平山建築前（小稲）
下流公民館
大瀬公民館
石廊崎区事務所
中木生活改善センター
入間生活改善センター
差田公民館
吉祥コミュニティセンター
毛倉野公会堂
上小野農産物集荷場前
下小野高齢者センター
青野公会堂
川合野公会堂
市之瀬高齢者活動促進センター
蛇石停留所
天神原集会所
一町田公民館
伊浜集荷所
五十鈴公民館
西子浦生活改善センター
落居旅路前
旧妻良公会堂
立岩公会堂
二條コミュニティセンター
加納生活新興センター
南伊豆町立図書館前
石井区集会場
上賀茂公会堂
一條コミュニティ広場
一條竹の子村前
下賀茂消防詰所前
下賀茂公会堂
役場駐車場

４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
１ 教育相談（９：００～１６：００）図書館
１６ ことばの教室（時間要相談）南崎認定こども園
[問]教育委員会
２
－
０
６
０
４
☎６
（月）
（火）※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
消防団入団式（１９：００～２０：００）南伊豆中学校屋内運動
場 [問]総務課 ☎６２－６２１１

２
（火）

１７
（水）

３
（水）

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
１８ 障害のある人のための相談会（１３：３０～１５：３０）役場
（木）※要予約 [問]福祉介護課 ☎６２－６２３３
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

４ プレママ・パパセミナー（受付１３：００～）健康福祉セ １９ 麻疹・風疹１期、水痘初回予防接種（１３：００～１３：１５）
（木）ンター ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５ （金）役場 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
５ 育児相談（１０：００～１１：３０）地域子育て支援センター ２０
（金）[問]健康増進課 ☎６２－６２５５
（土）
６
（土）

２１
（日）

７
（日）

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

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

２３ 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

こども相談会（時間要相談）健康福祉センター

9 ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
２４
（火）年金相談（９：３０～１１：３０、１３：００～１４：００）下田市（水）
役所 ※要予約 [問]下田市市民保健課

☎２２－３９２２

１歳６か月児健康診査（１３：１５～１３：３０）、３歳児健康
１０
２５ 診査（１３：３０～１３：４５）
健康福祉センター [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
（水）
（木）手話教室（１０：００～１２：００）健康福祉センター
[問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６
プレママ・パパセミナー（受付１３：００～）市民文化会
１１ 館 ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
２６ 麻疹・風疹２期予防接種（１３：００～１３：１５）役場 [問]
手話教室
（
１
０
：
０
０
～
１
２
：
０
０
）健康福祉センター
（木）
（金）健康増進課 ☎６２－６２５５
[問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６

１２ 麻疹・風疹２期予防接種（１３：００～１３：１５）役場
（金）[問]健康増進課 ☎６２－６２５５

２７
（土）

１３
（土）

２８
（日）

１４
（日）

２９ 昭和の日
（月）

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

分別収集
８日（月）、２２日（月）…
９日（火）、２３日（火）…
１０日（水）、２４日（水）…
１１日（木）、２５日（木）…
１２日（金）、２６日（金）…

３０ 退位の日
（火）
※広報発行時の予定ですので、変更になる場合があります。

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

