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がん検診を受けましょう！
がんを早期発見し適切な治
療を行うことで、がんによる
死亡リスクを低減することが
できます。
大切な人や自分のために、
がん検診を受けましょう。

問合せ 健康増進課 健康増進係 ☎６２－６２５５

狩猟期間のお知らせ

ふじさんっこ応援キャンペーンの実施

今年度の狩猟期間は以下のとおりです。
●イノシシ、ニホンジカ
11月１日(金)～令和２年３月15日(日)
●その他の狩猟鳥獣
11月15日(金)～令和２年２月15日(土)
狩猟期間中は「わな」や「猟銃」、「網」を使用し
た狩猟が行われます。作業やハイキング、山菜摘みな
どで山林に入る方は、以下に注意してください
・狩猟者が視認しやすいよう、目立つ色（ただし白色※
や迷彩色は除く）の服装にしましょう
※白色はシカのお尻と同色のため、狩猟者に誤認され
る可能性があります
・ラジオや鈴など音が鳴るものを携帯したり、声を出し
て歩くなど、自分の存在を周囲に知らせるように心が
けましょう
・獣道には「わな」が設置されている場合がありますの
で、通常の山道から奥にはできるだけ入らないように
しましょう
※「わな」の設置場所付近には、設置者の氏名などが
記載された標識が付いています。標識がある場合は
近づかないでください
問合せ 地域整備課 農林水産振興係 ☎６２－６２７７

県では、社会全体で子育てを応援する気運を高める
ため、「ふじさんっこ応援キャンペーン」を実施しま
す。期間中はしずおか子育て優待カードに協賛してい
る店舗からのプレゼントキャンペーンも実施されます。
※しずおか子育て優待カードは福祉介護課にて配付し
ています（対象：18歳未満の子供を持つ保護者また
は妊娠中の方）
期間 11月１日(金)～11月30日(土)
キャンペーン詳細
ふじさんっこ子育てナビ http://www.fujisancco.pref.shizuoka.jp/
特設サイト https://www.fujisancco-ouen-campaign.com/
問合せ 福祉介護課 子育て支援係 ☎６２－６２３３
静岡県健康福祉部 こども未来課 ☎０５４－２２
１－３４８５

家族介護者交流会参加者募集
在宅で介護を行っている方同士の情報交換やリフレ
ッシュを目的とした交流会です。
日時 11月19日(火) 13：30～15：00
場所 健康福祉センター多目的ホール
内容 介護相談、介護食の試食会、福祉用具の展示およ
び使用方法や選び方の解説など
対象 在宅で介護中の方
定員 15名程度
申込方法 電話による予約
申込期限 11月11日(月)
申込・問合せ 地域包括支援センター ☎３６－３３３５

弁護士会ウィーク無料法律相談の開催
日時 11月６日(水)、８日(金) 各13：30～16：30
場所 河津町役場（６日）、松崎町役場（８日）
申込方法 電話による予約
その他 相談時間は１人30分程度（予約状況などにより
多少の変動有り)
申込・問合せ 静岡県弁護士会沼津支部
☎０５５－９３１－１８４８

リフレッシュ体操教室の開催
日時 ①カンタンエアロビクス
11月９日(土)、14日(木)、12月７日(土)、12日
(木)、令和２年１月４日(土)、９日(木)、２月
１日(土)、６日(木)、３月７日(土)、12日(木)
②子浦ＤＥ健康体操
11月20日(水)､12月18日(水)､令和２年１月15日
(水)、２月19日(水)、３月18日(水)
各回 10：30～12：00
場所 南伊豆臨海学園 研修室
内容 ①音楽にのって汗をかくぐらい身体を動かす
②高齢者向けのストレッチやリズム体操など
対象 ①どなたでも ②65歳以上の方
定員 各回15名
申込方法 電話による予約
申込期限 各開催日の１週間前
参加費 ①5 0 0円 ②1 , 0 0 0円（弁当付）
持ち物 動きやすい服装（開脚ができる程度のもの）、
飲み物、室内シューズ(運動靴)、タオル
申込・問合せ 南伊豆臨海学園 ☎６７－０２５５

林業退職金共済制度の退職金請求について
林業退職金共済制度は、昭和57年に発足し林業界で
働く方のための退職金制度です。以前、林業に従事し
たことがあり林退共に加入していた方で、退職金請求
手続きをした心当たりのない方は、退職金を受け取っ
ていない可能性があるため、お問合せください。
ホームページ http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/
問合せ 独立行政法人勤労者退職金共済機構 林業退職
金共済事業本部 ☎０３－６７３１－２８８９

11月のカレンダー
１
(金)

16
(土)

２
(土)
３ 文化の日
(日)

第57回南伊豆町芸術祭（９：0０～１
６：００）
湯けむりホール
[問]教育委員会 ☎６２－０６０４
※４日(月)のみ12時まで

17
(日)
手話教室（１
０：００～１２：００）健康福祉センター

18 [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

４ 振替休日
(月)
５
(火)

19 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
20
(水)

６
(水)

21
(木)

７
(木)

22
(金)

８
(金)

第12回南伊豆を知ろう会（13：3０～１5：3０）湯けむりホール
[問]教育委員会 ☎６２－０６０４
第６回南伊豆町100km・78km・66kmみちくさウルトラマラソン
[問]観光協会 ☎６２－０１４１

育児相談（10：00～11：30）地域子育て支援センター
[問]健康増進課 ☎６２－６２５５
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
人権相談（１
０：００～１５：００）郷土館２階小会議室
[問]町民課 ☎６２－６２２２

９ 秋の火災予防パレード(119パレード)（９：00～16：30）
(土) [問]総務課 ☎６２－６２１１
10
(日)
教育相談（１３：３０～１
６：００）図書館

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
２歳児歯科健診（13：15～）、２歳６か月児歯科健診（13：30～
）健康福祉センター[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

23 勤労感謝の日
(土)
24
(日)
25 教育相談（１３：３０～１６：００）図書館
(月) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４

11 [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
26
糖尿病等重症化予防講演会
（13：30～15：00）湯けむりホール
(月)
(火)
[問]健康増進課

☎６２－６２５５

12 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
13
(水)
６か月児育児相談（１３：１５～）､１歳児育児相談（１３：３０～）

14 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

行政相談（１
０：００～１５：００）健康福祉センター

15 [問]町民課 ☎６２－６２２２
(金) 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

27
(水)
28 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
BCG予防接種（１２：４５～１２：５５）役場

29 [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

30
(土)

☎６２－６２５５

第20回記念しずおか市町対抗駅伝（静岡県庁前１0：００スタート）
[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
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
二條・下賀茂・差田・吉祥

