７月のカレンダー
手話教室（１
０：００～１２：００）健康福祉センター

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

１７ 日本脳炎予防接種１期追加（１３：００～１３：１５）役場
（水）[問]健康増進課 ☎６２－６２５５

２
（火）

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

３
（水）

１９
（金）

４ ター ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
（木）ことばの教室（時間要相談）南伊豆認定こども園

２０
（土）

６
（土）
７
（日）
８ 教育相談（１３：３０～１６：００）図書館
（月）[問]教育委員会 ☎６２－０６０４
９ こども相談会（時間要相談）健康福祉センター
（火）※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５

２２ 教育相談（９：００～１６：００）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～）健康福祉センター
（火）※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
２４ 南伊豆町町議会議員選挙期日前投票開始日（８：3０～20：00）
（水）役場多目的室(大・小) [問]選挙管理委員会 ☎６２－６２１１
２５ 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

１０ 日本脳炎予防接種１期追加（１３：００～１３：１５）役場
（水）[問]健康増進課 ☎６２－６２５５

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

１２
（金）
１３ 南伊豆認定こども園運動会
（土）
１４
（日）
１５ 海の日
（月）

２８ 南伊豆町町議会議員選挙当日投票日（７：0０～18：00）
（日）各地区投票所 [問]選挙管理委員会 ☎６２－６２１１
２９ 教育相談（９：００～１６：００）図書館
（月）[問]教育委員会 ☎６２－０６０４
３０
（火）
３１
（水）

[問]教育委員会 ☎６２－０６０４

プレママ・パパセミナー（受付１３：００～）健康福祉セン

※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
[問]健康増進課 ☎６２－６２５５
５ 人権相談（１０：００～１５：００）郷土館２階小会議室
２１
[問]町民課
２
－
６
２
２
２
☎６
（金）
（日）
年金相談（９：３０～１
１：３０、１３：００～１４：００）下田市役所
※要予約 [問]下田市市民保健課 ☎２２－３９２２

BCG予防接種（１２：４５～１２：５５）役場

[問]健康増進課
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
☎６２－６２５５
１１ [問]健康増進課
２７
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
（土）
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

行政相談（１
０：００～１５：００）健康福祉センター

１６ [問]町民課 ☎６２－６２２２
（火）心配ごと相談（９：００～１５：００）健康福祉センター
[問]社会福祉協議会

☎６２－６２５５

※広報発行時の予定ですので、変更になる場合があります。

☎６２－３１５６

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）…

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

お知らせ版
令和元年６月15日 第776号 毎月15日発行
発行元 南伊豆町企画課 ☎６２－６２８８
メール：kikakuc@town.minamiizu.shizuoka.jp
町のホームページ
http://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/
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令和元年度静岡県下水道排水設備工事
責任技術者試験の実施
●受験講習会
日時 ９月13日（金）12：00～16：30
場所 静岡商工会議所静岡事務所会館（静岡市葵区黒金
町20番地の８）
費用 3,000円
持ち物
排水設備工事責任者技術者講習用テキスト(2,500円)､
排水設備工事責任技術者試験標準問題集(2,000円）
●試験
日時 10月16日（水）12：30～15：45
場所 静岡商工会議所静岡事務所会館（静岡市葵区黒金
町20番地の８）
対象者 満20歳以上で学歴に応じた実務経験を有する方
願書等配布 ７月１日(月)から生活環境課窓口にて配布
申込期間 ７月16日（火）～31日（水）
申込方法 必要書類を出願書類等提出用封筒に入れ、生
活環境課窓口まで提出（郵送不可）
費用 4,000円
ホームページ http://www.tokai.or.jp/jswashizuoka/
juken01.html
その他 受験講習会（任意参加）、テキスト、問題集を
希望する方は受験と併せてお申し込みください。試験
の詳細や受験願書の受け取りは、生活環境課または静
岡県下水道協会まで問い合わせるか、ホームページを
ご覧ください。
申込・問合せ 生活環境課 上下水道係 ☎６２－６２７０
静岡県下水道協会 ☎０５４－２５１－２８７０

令和元年度全国安全週間の実施
近年、静岡県内における労働災害が増加しており、
昨年は労働災害に伴い４日以上の休業が必要な死傷者
数が4,429人にも上り、うち33人が死亡しています。
このため、７月１日（月）から７日（日）までの１
週間を全国安全週間とし、労働災害の減少に向けて下
記のスローガンとともに周知活動に取り組みます。
それぞれの職場において、労働災害防止の重要性に
ついて認識を深め、安全管理活動の着実な推進を図り
ましょう。
【スローガン】
「新たな時代にＰＤＣＡ みんなで築こうゼロ災職場」
問合せ 静岡労働局労働基準部健康安全課
☎０５４－２５４－６３１４

車上狙いや置き引きに注意！
夏は観光客など、県内外から多
くの人が出入りするため、無施錠
の車を狙った車上狙いや海水浴場
での置引きなどの犯罪が増加する
傾向にあります。確実な施錠を行
い、貴重品を車内に置か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

南伊豆町花の会

会員募集

南伊豆町花の会では「花と緑あふれる町づくり」を
目標に活動を行う会員を募集しています。
活動内容 草花の伝播、育苗、町内花壇への植栽、技術
向上のための視察研修など
会費 年間1,000円
問合せ 商工観光課 観光推進係 ☎６２－６３００

放送大学入学生の募集
放送大学では令和元年度２学期（10月）入学生を募
集します。
10代から90代までの幅広い世代の学生約９万人が、
「大学を卒業したい」「学びを楽しみたい」などのさ
まざまな目的で学んでいます。
また、テレビ・ラジオだけでなくインターネットで
任意の時間で受講することも可能です。
申込方法 資料請求を行い、出願票などに必要事項を記
入のうえ郵送。またはインターネットからの申し込み
※資料請求は放送大学ホームページまたは下記お問い
合わせ先にて行えます
申込期間 ①６月15日（土）～８月31日（土）
②９月１日（日）～20日（金）
ホームページ https://www.ouj.ac.jp/hp/nyugaku/
申込・問合せ 放送大学静岡学習センター
☎０５５－９８９－１２５３

弁護士による無料法律相談会の開催
収入・資産が少ない方を対象に、借金・相続・離婚
・交通事故など民事・家事事件について弁護士に相談
のできる無料法律相談会を開催します。
日時 ６月28日（金）13：30～15：30
場所 健康福祉センター
対象者 南伊豆町・松崎町・西伊豆町の町民の方で、収
入・資産について一定の基準を満たす方
※基準についてはお問い合わせください
申込期限 ６月27日（木）12：00
申込方法 平日９：00～17：30の間に、下記まで電話に
て事前予約。電話時に「無料法律相談会希望」と伝え
てください
費用 無料。ただし、書類作成や事件依頼には別途費用
がかかる場合があります
申込・問合せ 法テラス下田法律事務所
☎０５０－３３８３－００２４

