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訪問購入にご注意を！
不用品を買いとると言って訪問
し、貴金属などを低額で無理やり
買い取っていく「訪問購入」は特
定商取引法上、規制の対象となっ
ている商法です。不審な電話や訪
問は「家に入れない」「きっぱり
断る」といった対応をしましょう。
問合せ

賀茂広域消費生活センター ☎２４－２２９９

暮らしなんでも相談の開催

腰痛ストップ講座参加者募集

日常で起こるトラブルや悩みごと、困りごと（心の
悩み、消費生活、住まい、生きがい、介護、法律）な
どの、どこに相談したら良いか分からない時の相談窓
口です。悩みごとを一緒に考え、専門的なアドバイス
をしてくれる所を紹介します。
相談窓口 ライフサポートセンター東部事務所
☎０５５－９２２－３７１５
相談受付時間 平日９：00～17：00
問合せ 商工観光課 商工振興係 ☎６２－６３００

日時 令和３年１月18日(月)、１月25日(月)、２月８日
(月)、２月22日(月)、３月８日(月)、３月15日(月)の
全６回 各13：30～15：00
場所 南伊豆町武道館
内容 腰痛予防体操、理学療法士によるワンポイント講
座（痛みの緩和等）、レクリエーション等
対象 60歳以上の町民で、腰痛がある方
※医師に運動を制限されている方、要介護認定を受け
ている方、腰の手術後１年以内の方、病院でリハビ
リを受けている途中の方は対象外です。
定員 15人（先着順）※健康状態等により参加をお断り
する場合があります。
申込方法 電話で申し込み
申込期限 11月30日(月)～令和３年１月８日(金)
費用 60～64歳の方：1,200円、65歳以上の方：700円
申込・問合せ 地域包括支援センター ☎３６－３３３５
健康増進課 健康増進係 ☎６２－６２５５

11月から12月は滞納整理強化月間です
町をはじめとする県内の全市町は、期限内に納税し
ている方との公平性を確保するため、11月から12月ま
での２か月間を「滞納整理強化月間」とし、県と連携
して徴収の強化に取り組んでいます。
期間中、町では催告書の送付や電話による納税勧奨
等を集中的に実施します。納期限が過ぎても納付され
ず納税の相談がない方は、財産の差し押さえなどの滞
納処分を実施していきます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事
業等の収入に相当の減少があった方は、納期限が令和
３年２月１日までの町税を対象に、徴収猶予を受けら
れる場合がありますので、お早めにご相談ください。
問合せ 町民課 納税係 ☎６２－６２２２

2021年版静岡県民手帳の販売
役場２階企画課にて「2021年版県民手帳」を販売し
ています。最新の統計データや県内市町のイベント情
報など、さまざまな情報が掲載されており、お得な一
冊となっています。
種類 大型版、大型特装版（縦15.0cm×横9.5cm）
小型版（縦12.5cm×横8.0cm）
価格 大型版、大型特装版 715円(税込)
小型版 605円(税込)
販売期限 令和３年２月１日(月)
問合せ 企画課 情報政策係 ☎６２－６２８８

みなみの桜と菜の花まつり出店者募集
「第23回みなみの桜と菜の花まつり」期間中の出店
者を募集します。
開催期間 令和３年２月10日(水)～３月10日(水)
出店期間 令和３年２月10日(水)～３月10日(水)
募集締切 12月10日(木)
その他 応募方法等、詳細についてはお問い合わせくだ
さい。
問合せ （一社）南伊豆町観光協会 ☎６２－０１４１

伊豆半島『ポケモンGO』
ＡＲフォトコンテスト実施中
内容 スマートフォンアプリ『ポケモンGO』のGOスナッ
ップショット機能を使い、テーマに沿ったＡＲフォト
を撮影してハッシュタグをつけてＳＮＳに投稿し、伊
豆半島の魅力を発信する。
撮影対象地域 伊豆半島13市町および駿河湾フェリー航路上
投稿方法
①伊豆半島ポケモンプロジェクト事務局のＳＮＳアカ
ウントのいずれかをフォローする。
ツイッター ＠shizuokaizupoke
インスタグラム ＠shizuoka_izupoke
②対象地域内で『ポケモンGO』の「GOスナップショッ
ト機能」を使用し、テーマに沿って撮影した伊豆半
島の風景等の写真を撮影する。
③撮影した写真を指定のハッシュタグ２つを付けて、
ツイッターまたはインスタグラムへ投稿する。
ハッシュタグ
#伊豆半島でポケモンGO
#（撮影場所の市町名・場所）
投稿期限 12月31日（木）
テーマと賞品 右のＱＲコードを読み取り、
静岡県のホームページ内にあるＡＲフォト
コンテストの案内ページ（ＰＤＦ）をご確
認ください。
結果発表 受賞者のみ令和３年１月末頃に、
ＳＮＳのＤＭにて個別連絡
その他 期間中、何度でも応募可能ですが受賞は１人１
点までとなります。
問合せ 静岡県賀茂地域局 地域課 ☎２４－２２０２

12月のカレンダー
１
(火)
２
(水)
３
(木)

17 １歳６か月児健康診査（個別時間指定)、３歳児健康診査（個別時間指定)
(木) 健康福祉センター [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
18
(金)
19
(土)
育児相談（10：00～11：30）地域子育て支援センター

４ [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
(金) 年金相談（９：３０～１１：３０、１３：００～１４：００）下田市役所

20
(日)

５ 第21回しずおか市町対抗駅伝（静岡県庁前１0：００スタート）
(土) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
６ 地域防災訓練
(日)

21 教育相談（13：3０～１６：００）図書館
(月) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
22 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

※要予約

[問]下田市市民保健課

☎２２－３９２２

教育相談（13：3０～１
６：００）図書館

７ [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
(月) 手話教室（１０：００～１２：００）健康福祉センター
[問]社会福祉協議会

23
(水)

☎６２－３１５６

人権相談（１
０：００～１５：００）郷土館２階小会議室

８ [問]町民課 ☎６２－６２２２
(火) ことばの教室（時間要相談）南伊豆認定こども園
※要予約

[問]健康増進課

☎６２－６２５５

ほか

ほか

24 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

９
(水)

25 [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

手話教室（１
０：００～１２：００）健康福祉センター

☎６２－６２５５

10 [問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６
(木) 障害のある人のための相談会（１３：３０～１５：３０）役場

26
(土)

11 年金相談（９：３０～１１：３０、１３：００～１４：００）南伊豆郷土館
(金) ※要予約 [問]町民課 ☎６２－６２２２
12
(土)
13
(日)
14 教育相談（13：3０～１６：００）図書館
(月) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４

27
(日)
28 麻疹・風疹１期、水痘初回予防接種（１３：００～１３：１５）役場
(月) [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
29
(火)
役場閉庁期間
12月29日(火)～令和３年１月３日(日)
30
(水)

※要予約

15
(火)

[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

16
(水)

31 大晦日
(木)

※閉庁期間中も宿日直者がいますので、
戸籍の届出は受け付けます

12月は第１・３週が収集日と
なりますのでご注意ください

※広報発行時の予定ですので、新型コロナウイルス感染症予防の影響等により変更となる場合があります。

分別収集
７日(月)、21日(月)…蛇石・平戸・市之瀬・川合野・青野・立岩・吉田・妻良・子浦・落居・伊浜・一町田・天神原
８日(火)、22日(火)…石井・加納・上賀茂・一條・下小野・上小野・岩殿・毛倉野
９日(水)、23日(水)…湊・青市
10日(木)、24日(木)…石廊崎・大瀬・下流・手石・入間・中木
11日(金)、25日(金)…二條・下賀茂・差田・吉祥

