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いろう男爵、 ゆるキャラグランプリ参加中
南伊豆町宣伝部長のいろう男爵が
今年もゆるキャラグランプリに参加
しています。
町のＰＲのため、グランプリ上位
入賞を目指していますので、応援よ
ろしくお願いします。
投票ページQRコード
※１日１票投票可能

問合せ

企画課

情報政策係 ☎６２－６２８８

フェスタ南伊豆の開催

こども医療費受給者証の更新

日時 10月20日(日) ９：00～13：30
場所 役場 駐車場
内容 町内団体のブース出展、塩尻市産の野菜販売、阿
波おどり（杉並区高円寺阿波おどり連）、富岳太鼓、
南伊豆中学校ソーラン節の公演など
その他 「花のおもてなし南楽」（旧メールクラブ横）
の駐車場をご利用ください（無料シャトルバスによ
る送迎有り）
問合せ 企画課 企画係 ☎６２－６２８８

現在ご使用中のこども医療費受給者証の有効期限は
９月30日(月)までとなっています。引き続き助成を受
けるためには、こども医療費受給者証の更新申請が必
要となりますので、申請の手続きをしてください。
受付期間 随時受付中(土日､祝日を除く) ８：30～17：15
ただし、９月25日(水)は18：30まで。
場所 福祉介護課
持ち物
・こども医療費受給者証交付申請書(受給者には郵送)
・印鑑（申請書に押印済の場合不要）
・子供の健康保険証（写しでも可）
問合せ 福祉介護課 子育て支援係 ☎６２－６２３３

高齢者の移動・外出支援セミナー参加者募集
日時 ①10月24日(木) 13：30～15：30
②11月21日(木) 13：30～15：30
③12月19日(木) ※東京方面視察
④１月23日(木) 13：30～15：30
場所 健康福祉センター会議室
内容 ①講義「町の現状を知ろう」
意見交換「地域の助け合い」について学ぼう
②講義「移動支援に関する制度や事例について」
意見交換「南伊豆でできることって何だろう」
③移動・外出支援を行っている先進地の視察（横
浜市旭区、東京都町田市予定）
④意見交換「移動・外出支援の実施に向けて」
対象者 移動・外出支援に興味のある60歳～75歳の町民
および町内の事業所など（社会福祉法人、シルバー人
材センターなど）
定員 25名
申込期限 10月11日(金)
申込方法 電話による予約
受講料 無料
その他 セミナー終了後、２日間の運転ボランティア養
成講座実施
申込・問合せ 地域包括支援センター ☎３６－３３３５

秋の全国交通安全運動の実施
９月21日(土)から30日(月)までの10日間、秋の全国
交通安全運動を実施します。
今年は未就学児童の悲惨な事故や、高齢ドライバー
による重大事故が多発しています。
このような事故を防ぐため、運転前に車両点検を行
い車両の不調による事故の未然防止や、横断歩道にお
ける歩行者保護の徹底、夕暮れ時の早めの点灯などを
心がけましょう。
問合せ 総務課 防災係 ☎６２－６２１１

動物愛護ボランティア意見交換会
参加者募集
日時 10月18日(金) 13：30～15：30
場所 熱海総合庁舎２階第３・４会議室（熱海市水口町
13－15）
内容 静岡県動物愛護管理推進計画の進捗状況、意見交
換など
申込方法 電話による予約
申込期限 10月４日(金)17：00
その他 実際にボランティア活動に参加できない方も意
見交換会へ参加可能ですので、お気軽にお申し込みく
ださい
申込先 生活環境課 生活環境係 ☎６２－６２７０
問合せ 賀茂保健所 衛生薬務課 ☎２４－２０５４
静岡県健康福祉部 衛生課 ☎０５４－２２１－２３４７

ゲートキーパー研修会など参加者募集
日時 ９月25日(水) 13：30～15：45
場所 下田総合庁舎２階第８会議室
内容 ゲートキーパーに関する研修、災害時のケガなど
に関する応急処置体験
対象 自殺予防などに関心のある方
定員 20名（先着順）
申込方法 電話による予約
申込期限 ９月24日(火)
※ゲートキーパーとは、身近な方の自殺の危険を示す
サインに気付き、適切な対応（悩んでいる人に気付
いて声を掛ける、話を聞く、必要な支援につなぐ、
見守るなど）を図ることができる人のこと
申込・問合せ 賀茂健康福祉センター 福祉課
☎２４－２０５６

10月のカレンダー
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
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
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
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３ プレママ・パパセミナー（受付１３：００～）健康福祉セン
(木) ター ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
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18 麻疹・風疹１期、水痘初回予防接種（１３：００～１３：１５）役場
(金) [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
19
(土)
20 フェスタ南伊豆（９：３０～１３：００）役場駐車場
(日)
21 教育相談（１３：３０～１６：００）図書館
(月) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
22 即位礼正殿の儀
(火)

手話教室（１
０：００～１２：００）健康福祉センター

７ [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

８
(火)

こども相談会（時間要相談）健康福祉センター他
※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
知事公聴「平太さんと語ろう」（13：30～15：30）下田市
民文化会館小ホール ※先着150人
[問]静岡県広聴広報課県民のこえ班 ☎０５４－２２１－２２３５
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(水)
１歳６か月児健康診査（13：15～13：30)、
３歳児健康診査（13：30

24 ～13：45）健康福祉センター [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
(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
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(金)
プレママ・パパセミナー（受付１３：００～）市民文化会館

10 ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
(木) 手話教室（１０：００～１２：００）健康福祉センター
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(土)

11 年金相談（９：３０～１１：３０、１３：００～１４：００）下田市役所
(金) ※要予約 [問]下田市市民保健課 ☎２２－３９２２
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(土)
13
(日)
14 体育の日
(月)

27
(日)
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～）健康福祉センター
(火) ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
30
(水)

[問]社会福祉協議会

15
(火)

☎６２－３１５６

ことばの教室（時間要相談）南伊豆認定こども園他
※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
行政相談（１
０：００～１５：００）健康福祉センター
[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
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(木)

※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）、11月１日（金）… 二條・下賀茂・差田・吉祥

