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年金受給者向け確定申告相談会の開催
日時 ３月４日(水)①９：30～11：30
②13：30～16：00
場所 役場 湯けむりホール
内容 年金受給者向けの確定申告相談
対象者 ①三坂・南崎・南上地区の方
②竹麻・南中・三浜地区の方
持ち物 源泉徴収票等の確定申告書作成に必要なもの、
マイナンバー（個人番号）が分かるもの、運転免許証
等の本人確認ができるもの、印鑑（認印で可）
その他 町職員による確定申告相談のため、年金以外の
所得がある方については受付できない可能性がありま
すので、事前にお問い合わせください
問合せ 町民課 課税係 ☎６２－６２２２

知って安心！老後の準備講座の開催
日時 ３月13日(金)13：30～15：30
場所 健康福祉センター多目的ホール
内容
・成年後見人制度、遺言などについて
講師 渡邊よしお社会福祉事務所 渡邊芳男 氏
・介護保険と在宅医療について
対象者 町内に在住または在勤の方
定員 30名（先着順）
参加費 無料
申込方法 電話による申し込み
申込期限 ３月９日(月)
申込・問合せ 地域包括支援センター ☎３６－３３３５

教育資金利子補給制度のお知らせ
町では、教育費の負担軽減のため、町内在住の方で
本人もしくは被扶養者の就学に必要な資金（受験費用
・入学金・授業料・アパート代など）を一定の金融機
関から借り入れている方や、公共的機関から奨学金の
貸与を受けた方を対象に、利子の全額補助を行ってい
ます。
補助期間は最大５年間で、補助を受けるには一定の
要件を満たした上で申請を行う必要があります。
補助を希望する方は、期限（前期９月、後期３月）
までに申請を行ってください。要件や申請書などの詳
細については以下までお問い合わせください。
申請･問合せ 教育委員会 学校教育係 ☎６２－０６０４

覚えよう！ 防犯標語！ 「いかのおすし」
いか
の
お
す
し

知らない人にはついていかない
知らない人の車にのらない
助けて！とおおきい声を出す
怖かったら大人のいる方にすぐ逃げる
どんな人が何をしたか家の人にしらせる

問合せ 下田警察署管内防犯協会
☎２７－２７６６

「おたっしゃ！ポイント」制度説明会
およびポイントと手帳の交換について
おたっしゃ！ポイントは「まちづくり活動」や「健
康づくり活動」などを行う方にポイントを付与し、た
まったポイント数に応じて町内で使用可能な商品券と
交換できる制度です。
今回、制度の見直しにより、各団体が実施する健康
増進につながる事業をポイント付与の対象とすること
となりました。ポイント付与団体として登録を希望す
る団体の方は以下の説明会にお越しください。
●「おたっしゃ！ポイント」制度説明会
日時 ３月19日(木)10：00～11：30、14：00～15：30
場所 役場 湯けむりホール
対象 ポイントを付与することのできる団体として登録
を希望する団体
●令和元年度分「おたっしゃ！ポイント」および手帳の
交換受付
場所 役場２階中会議室
受付期間 ３月23日(月)～４月17日(金)９：00～17：00
（土日祝日を除く）
問合せ 企画課 地方創生室 ☎６２－１１２１

第31回 静岡県すこやか長寿祭
スポーツ・文化交流大会参加者募集
開催期間 ４月～６月
※競技ごとに開催日、会場、申込期限が異なります
会場 草薙総合運動場ほか県内各地
競技種目
●スポーツ交流大会
卓球、テニス、剣道、弓道、水泳、マラソンなど
●文化交流大会
囲碁、将棋、健康マージャン、俳句など
また、今回からスポーツ吹矢、ディスクゴルフが新
しく種目に追加されました
参加資格 原則60歳以上（昭和36年４月１日以前に生ま
れた方）で県内在住の方
参加申込 事前申込が必要です。以下までお問い合わせ
ください
その他 一部競技は「ねんりんピック岐阜2020」の代表
選手選考を兼ねます
問合せ 公益財団法人しずおか健康長寿財団
☎０５４－２５３－４２２１
ホームページ http://www.sukoyaka.or.jp

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

３月のカレンダー
１
(日)

17
(火)

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
(月) 教育相談（１３：３０～１６：００）図書館

18
(水)

[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
(火) ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５

ほか

19
(木)

４ 年金受給者向け確定申告相談会（①９：３０～１１：３０、②１３：3０
(水) ～１6：００）湯けむりホール [問]町民課 ☎６２－６２２２
５
(木)

20
(金)
21
(土)

６
(金)

22
(日)

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

７
(土)
８
(日)
９ 教育相談（９：００～１６：００）図書館
(月) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
10 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

ほか

11
(水)
12
(木)

23 教育相談（９：００～１６：００）図書館
(月) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
24
(火)
25
(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
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
６か月児育児相談（１３：１５～）､１歳児育児相談（１３：３０～）
健康福祉センター [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
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

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
14
(土)
15
(日)
16
(月)

おたっしゃ！ポイント制度説明会（10：00～11：30、14：00～
15：30）湯けむりホール[問]地方創生室 ☎６２－１１２１
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
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

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
教育相談（９：００～１
６：００）図書館
[問]教育委員会 ☎６２－０６０４

[問]健康増進課

☎６２－６２５５

28
(土)
29
(日)
30 教育相談（９：００～１６：００）図書館
(月) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
31
(火)
※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
二條・下賀茂・差田・吉祥

