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「ながら見守り」 始めませんか？
子供たちの登下校の時間帯に、
・ウォーキングをしながら
・犬の散歩をしながら
・買い物をしながら
地域全体で「ながら見守り」を心
がけ、子供たちを守りましょう。

問合せ

下田警察署管内防犯協会
☎２７－２７６６

家族介護者交流会参加者募集

危険物取扱者試験の実施

日時 ９月13日(金) 13：30～15：00
場所 健康福祉センター多目的ホール
内容 介護技術の実演・伝授、介護相談、情報交換会
対象者 在宅で介護中の方ならどなたでも可（男性介護
者の方も参加歓迎）
定員 15名程度
申込期限 ９月10日(火)
申込方法 電話にて申し込み
申込・問合せ 地域包括支援センター ☎３６－３３３５

日時 11月３日（日）９：30集合、10：00試験開始
場所 下田市他５会場
内容 甲種、乙種全類、丙種
受験資格 乙種、丙種は必要な受験資格無し。甲種は必
要な受験資格があるため、ホームページなどで確認す
ること
申込期間
電子申請 ８月23日(金)９：00～９月２日(月)17：00
書面申請 ８月26日(月)～９月５日(木)※当日消印有効
申込方法
電子申請 (一財)消防試験研究センターのホームペー
ジから申請
書面申請 専用の封筒を用いて(一財)消防試験研究セ
ンター宛に郵送
受講料 甲種6 , 5 0 0円、乙種4 , 5 0 0円、丙種3 , 6 0 0円
申込・問合せ 下田消防本部予防課 ☎２２－１８０４
(一財)消防試験研究センター静岡県支部
☎０５４－２７１－７１４０
〒４２０－００３４ 静岡県葵区常磐町１－４－11 杉徳ビル４階
ホームページ https://www.shoubo-shiken.or.jp/

上級救命講習の開催
日時
場所

９月７日(土) ８：30～17：30
下田会場 下田消防署３階防災対策室
西伊豆会場 西伊豆分署２階会議室
内容 救命に必要な応急手当やＡＥＤの使い方など
対象者 原則として南伊豆町、下田市、河津町、西伊豆
町、松崎町に在住または勤務している方。ただし、定
員に空きがある場合はその限りではない。
定員 各会場20名（先着順）
申込期限 ８月24日(土)９：00～31日(土)17：15
申込方法 下田消防署２階事務所窓口または西伊豆消防
署１階事務所窓口にて申し込み
受講料 無料
申込・問合せ 下田消防署救急係 ☎２２－１８０４
西伊豆消防署救急係 ☎５２－０１１９
ホームページ http://www.shimoda-fd.jp

第23回静岡県すこやか長寿祭
美術展作品募集
応募資格 県内在住で昭和36年４月１日以前に生まれた
アマチュアの方が創作した未発表作品
部門 日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真
応募期限 10月31日(木)※当日消印有効
応募方法 出品申込書に必要事項を記入の上申し込み
出品料 2 , 0 0 0円（１人１部門につき１点に限る。複数
部門の出品可）
展示期間 令和２年１月24日(金)～２月２日(日)
その他 申込用紙はホームページからダウンロードまた
は、以下に連絡の上請求
ねんりんピック岐阜2020美術展の選考会を兼ねる
申込・問合せ 公益財団法人しずおか健康長寿財団
☎０５４－２５３－４２２１ ＦＡＸ０５４－２５３－４２２２
ホームページ http://www.sukoyaka.or.jp

全国一斉 子供の人権110番 強化週間
いじめや体罰、虐待などでお困りの方はお気軽にご
相談ください。家族からの相談も受け付けています。
日時 ８月29日(木)～９月４日(水)平日８：30～19：00
土・日曜日10：00～17：00
相談電話 ☎０１２０－００７－１１０（通話料無料）
主催 静岡地方法務局、静岡県人権擁護委員連合会
問合せ 町民課 住民年金係 ☎６２－６２２２

第20回熟年メッセージ大会作品募集
応募資格 県内在住で自身を熟年と思う方（具体的な年
齢制限なし、２～５名程度のグループでの参加も可）
募集テーマ 次世代に伝えたいこと、これから挑戦した
いことなど（テーマ制限なし）
応募期限 10月31日(木)※当日消印有効
応募方法
文章 2,000字以内。縦書き400字詰めの原稿用紙使用
文章以外 映像はＤＶＤ、音声はＣＤで、いずれも再
生時間10分以内のもの
※原本とともに写し５部を添えて提出すること
その他 表彰および賞品あり
申込・問合せ 公益財団法人しずおか健康長寿財団
☎０５４－２５３－４２２１ ＦＡＸ０５４－２５３－４２２２
ホームページ http://www.sukoyaka.or.jp

９月のカレンダー
１ 総合防災訓練
(日)

16 敬老の日
(月)

手話教室（１
０：００～１２：００）健康福祉センター

２ [問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６
17
教育相談
（９：００～１1：3０）南伊豆東中学校、
（13：30～16：00）(火)
(月)
図書館 [問]教育委員会 ☎６２－０６０４

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

18
(水)

４
(水)

19 [問]地域包括支援センター ☎３６－３３３５
(木) 障害のある人のための相談会（１３：３０～１５：３０）役場

５
(木)

20
(金)

６
(金)

カフェみなと（13：30～15：30）みなとの園
※要予約

人権相談（１
０：００～１５：００）郷土館２階小会議室
[問]町民課 ☎６２－６２２２
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
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

[問]福祉介護課

☎６２－６２３３

21
(土)

７
(土)

22
(日)

８
(日)

23 秋分の日
(月)

９ 教育相談（９：００～１1：3０）南崎認定こども園、（13：30～16：00） 24
(月) 図書館 [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
(火)
10 こども相談会（時間要相談）健康福祉センター他
(火) ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５

25
(水)

11
(水)

26 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

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
12 ６か月児育児相談（受付１３：１５～）、１歳児育児相談
(木) （受付１３：３０～）健康福祉センター
[問]健康増進課 ☎６２－６２５５
小稲の虎舞 [問]観光協会 ☎６２－０１４１
行政相談（１
０：００～１５：００）健康福祉センター
[問]町民課 ☎６２－６２２２
13 年金相談（９：３０～１１：３０、１３：００～１４：００）郷土館２階
(金) ※要予約 [問]町民課 ☎６２－６２２２
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 ☎６２－３１５６

14 町内中学校運動会
(土)
15
(日)

BCG予防接種（１２：４５～１２：５５）役場

27 [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

28
(土)
29
(日)
30 教育相談（９：００～１1：3０）南中小学校、（13：30～16：00）図書館
(月) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
※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
９日（月）、23日（月）…
10日（火）、24日（火）…
11日（水）、25日（水）…
12日（木）、26日（木）…
13日（金）、27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

