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子供のスマホにはフィルタリングを！
現在、中高生を中心に多くの子供がス
マートフォンを所持しています。それに
伴って、詐欺サイトやストーカーなどの
被害が絶えません。このような被害を防
ぐため、フィルタリング機能（有害サイ
トなどの閲覧制限機能）を使いましょう
問合せ 下田警察署管内防犯協会
☎２７－２７６６

運転ボランティア養成講座の開催

古紙回収機にてダンボール取扱開始

日時 ２月６日(木)、７日(金)各10：00～16：00
場所 健康福祉センター
内容 移動サービスに関する説明、運転実習、介助実習
など
対象者 60～75歳の運転ボランティアに興味があり、町
内に住所がある方
定員 20名程度
参加費 無料
申込方法 電話による申し込み
申込期限 １月30日(木)17：15
持ち物 運転免許証など運転に必要なもの
申込・問合せ 地域包括支援センター ☎３６－３３３５

役場駐車場に設置している古紙回収機は、雑誌や新
聞紙に加え、ダンボールも回収対象となりましたので
ご利用ください
問合せ 生活環境課 生活環境係 ☎６２－６２７０

ナースのお仕事フェアの開催
日時 ①２月１日(土)10：30～15：00
②２月15日(土)13：30～15：30
場所 ①富士市交流プラザ（富士市富士町20番１号）
②韮山時代劇場（伊豆の国市四日町772）
※各会場にキッズスペースを用意してあります
内容 ①看護職就職相談会、看護職として知っておきた
い糖尿病の基礎知識
②看護職就職相談会、パステルアートを楽しもう
対象者 看護の仕事をしていないまたは転職を考えてい
る方で看護職免許を保有する方、または看護学生およ
び高校生
参加費 無料
その他 事前申し込み不要
問合せ 静岡県ナースセンター ☎０５４－２０２－１７６１

「全国一斉生活保護110番」
無料相談会の開催
日時 １月26日(日)10：00～16：00
場所 静岡県司法書士会館
内容 生活保護に関することの相談（秘密厳守)､法的助
言、希望に応じて相談者の地元にいる司法書士を紹介
し継続的支援を行う
対象者 生活の困窮に悩む方
相談方法 電話または静岡県司法書士会館での面接相談
相談電話番号 ☎０１２０－０５２－０８８
費用 無料
問合せ 静岡県青年司法書士協議会
☎０５３－４２４－８００２

令和２年度県立静岡中央高校通信制
課程入学説明会の開催・新入生募集
●入学説明会
日時 ２月２日(日)14：00～、２月19日(水)14：00～
場所 静岡中央高校東部キャンパス
申込方法 開催日当日13：30から現地会場にて受付
その他 公共交通機関をご利用ください
●新入生募集
願書受付期間 ３月16日(月)～27日(金)
※出願区分により願書を受付する日時が異なります。
詳細はお問い合わせください
定員 1 , 0 0 0名
出願区分・資格
①一般生 令和２年３月に中学校卒業(見込み)の方、
高校に在籍したことがない中学校卒業者、
尋常小学校卒業者および国民学校卒業者、
高校を中退した方で修得単位が無い方
②転入生 現在高校に所属している方
③編入生 高校を中退した方で修得単位を有する方ま
たは旧制中等学校を卒業した方
出願方法 受験する区分ごとに出願に必要な書類を用意
し、受付日にキャンパスの窓口へ持参し提出
※出願に必要な書類は、ホームページ等から生徒募集
要綱を入手し、確認してください
入学者選抜方法 書類審査
出願書類の入手方法
①入学説明会に参加または静岡中央高校のキャンパス
へ事前連絡の上、訪問入手
②返信用封筒（角１封筒に住所・氏名を明記の上､510
円切手を貼ったもの）を同封し、郵便にて請求して
入手
ホームページ http://shizuokachuo-h.sakura.ne.jp/
申込・問合せ 静岡中央高校東部キャンパス願書配布係
（〒４１１－８５０２ 三島市文教町一丁目３番93号
県立三島長陵高校内）☎０５５－９２８－５７５７
ＦＡＸ０５５－９２８－５７５０

ペットボトルやビンは、キャップやラベルを外し、中を洗ってから分別ゴミに出しましょう

２月のカレンダー
１
16
(土)
(日)
２ 第27回南伊豆町青野川ふれあいマラソン（受付８：0０～）青野川ふ 17 教育相談（１３：３０～１６：００）図書館
(日) るさと公園および周辺道路 [問]教育委員会 ☎６２－０６０４ (月) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
手話教室（１
０：００～１２：００）健康福祉センター

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

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

４
(火)

19 ジオガイドの活動報告会（18：30～20：30）役場
(水) [問]企画課 ☎６２－６２８８

[問]教育委員会 ☎６２－０６０４

ほか

カフェみなと（13：30～15：30）湊区コミュニティセンター
[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

５
(水)

20
(木)

６
(木)

21 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

７
(金)

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
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

８
(土)
９
(日)

22
(土)
23 天皇誕生日
(日)
24 振替休日
(月)

こども相談会（時間要相談）健康福祉センター

10 ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
(月) 教育相談（１３：３０～１６：００）図書館

ほか

[問]教育委員会 ☎６２－０６０４

25
(火)

11 建国記念の日
(火)

26
(水)

12
(水)

27 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

13 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

28
(金)

１歳６か月児健康診査（13：15～13：30)、
３歳児健康診査（13：30～

[問]社会福祉協議会

行政相談（１
０：００～１５：００）健康福祉センター

14 [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

☎６２－３１５６

29
(土)

15
(土)
※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
10日(月)、24日(月)…
11日(火)、25日(火)…
12日(水)、26日(水)…
13日(木)、27日(木)…
14日(金)、28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

