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令和２年度みなみいず応援プレミアム
付商品券の使用期限について
令和２年10月12日(月)から販売していたプレミアム
付商品券の使用期限は、２月28日(日)までとなってい
ます。期限を過ぎると使用出来なくなりますので、使
い忘れの無いようにご注意ください。
◆プレミアム付商品券の使用可能店舗について
町内でプレミアム付商品券を使用できる店舗は、
町ホームページ内の「令和２年度みなみいず応援プ
レミアム付商品券」ページまたは取扱店舗の店頭に
貼ってあるステッカーでご確認ください。
◆店舗での買い物時におけるお願い
店舗でお買い物の際には、マスクの着用とソーシ
ャルディスタンスの確保を心がけ、各店舗の新型コ
ロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。
問合せ 商工観光課 商工振興係 ☎６２－６３００

おたっしゃ！ポイントおよび
手帳などの交換受付について
●おたっしゃ！ポイントおよび手帳
期間 ３月22日(月)～４月14日(水) ９：00～17：00
※土日祝日を除く
場所 役場２階中会議室
その他 手帳と印鑑をお持ちください。
●ふじのくに健康いきいきカード
「ふじのくに健康いきいきカード」は、皆さんの健
康づくりを応援する仕組みです。協力店に提示するこ
とで、カードを持つ人だけのお得なサービスが受けら
れます。
期間 ３月22日(月)～４月14日(水) ９：00～17：00
※土日祝日を除く
対象 おたっしゃ！ポイントの健康ポイント(青シール)
を10枚以上集めた方。
ただし、10枚のうち、各種健診・がん検診の受診や
町主催の健康教室などへ参加して集めたポイントが３
枚以上必要となります。
場所 役場２階中会議室
その他 詳細は以下までお問い合わせください。
問合せ 健康増進課 健康増進係 ☎６２－６２５５
【訂正】広報みなみいず２月１日号９ページの「はらクリニック」および「みなとク
リニック」の電話番号に誤りがありました。正しくは「はらクリニック」が
☎６２－５９５９、「みなとクリニック」が☎６２－０００５となります。

無責任な餌やりはやめましょう
管理・飼育をするわけでもな
く野良猫に餌を与えると、野良
猫が増え、糞尿などを始めとし
て、近隣の方に迷惑がかかり、
トラブルの原因となります。飼
い主のいない可哀想な猫を増や
さないためにも、無責任な餌やりはやめましょう。
問合せ

生活環境課

生活環境係 ☎６２－６２７０

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。
補助を希望される方は、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。
問合せ 教育委員会 学校教育係 ☎６２－０６０４

冬・ＳＨＩＺＵＯＫＡ
福祉の就職＆進学フェアの開催
●ＷＥＢライブ説明会
日時 ２月21日(日)、26日(金)、３月３日(水)
各10：00～16：50
内容 １法人10分間のプレゼンテーションと10分間Q & A
申込方法 静岡県社会福祉協議会ホームページのエント
リーフォームから申し込み
●対面式説明会
日時 ３月11日(木)、13日(土)、14日(日) 各13：00～
15：30（受付開始12：30）
場所 ３月11日(木) 浜松市福祉交流センター（２階大
会議室ほか）
３月13日(土) 沼津市プラサヴェルデ（３階コン
ベンションホールＢ）
３月14日(日) ツインメッセ静岡（南館大展示場Ｃ)
内容 ミニセミナー、参加事業所１分プレゼンテーショ
ン、採用担当者との個別相談会、セミナー（要予約、
東部・西部会場のみ）
申込方法 申し込み不要。セミナー参加希望者のみ電話
にて予約
対象 福祉職場に就職を希望する方（一般の方および学
生）、福祉系学校に進学を希望する方
費用 無料
その他 新型コロナウイルス感染症対策として、マスク
の着用、手指消毒、検温などを行っていますので、ご
協力お願いします。
申込・問合せ 静岡県社会福祉人材センター
☎０５４－２７１－２１１０

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
①

②

③

④

①キャップを
外す

②ラベルを
剥がす

③中を水洗いする

④潰す

※一部画像出典 経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html

３月のカレンダー
教育相談（９：00～16：00）図書館

１ [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
（10：00～12：00）健康福祉センター
(月) 手話教室
[問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６

17
(水)

２
(火)
３
(水)

18 障害のある人のための相談会（13：30～15：30）役場
(木) ※要予約 [問]福祉介護課 ☎６２－６２３３
19
(金)
人権相談（10：00～15：00）郷土館２階小会議室

４ [問]町民課 ☎６２－６２２２
（時間要相談）南伊豆認定こども園
(木) ことばの教室
※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５

ほか

育児相談（10：00～11：30）地域子育て支援センター

20 春分の日
(土)

５ [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
（９：30～11：30、13：00～14：00）下田市役所
(金) 年金相談
※要予約 [問]下田市市民保健課 ☎２２－３９２２

21
(日)

６
(土)
７
(日)
８ 教育相談（９：00～16：00）図書館
(月) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
９
(火)

22
(月)
23
(火)
24
(水)
25 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

10
(水)

26 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
（13：00～13：15）役場
(金) 水痘追加予防接種
[問]健康増進課 ☎６２－６２５５

BCG予防接種（12：45～12：55）役場

６か月児育児相談（時間個別指定）､１歳児育児相談（時間個

11 別指定）健康福祉センター [問]健康増進課 ☎６２－６２５ 27 休日臨時窓口（８：30～12：00）役場
（10：00～12：00）健康福祉センター
(木) 手話教室
(土) [問]町民課 ☎６２－６２２２
[問]社会福祉協議会 ☎６２－３１５６
12 年金相談（９：30～11：30、13：00～14：00）南伊豆郷土館 28 休日臨時窓口（８：30～12：00）役場
(金) ※要予約 [問]町民課 ☎６２－６２２２
(日) [問]町民課 ☎６２－６２２２
13
29
(土)
(月)
14
30
(日)
(火)
15
(月)

行政相談（10：00～15：00）健康福祉センター
[問]町民課 ☎６２－６２２２
教育相談（９：00～16：00）図書館
[問]教育委員会 ☎６２－０６０４
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 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

※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。

31
(水)
マイナンバーカード交付・電子証明書更新平日時間外窓口開設
（17：15～19：15） [問]町民課 ☎６２－６２２２
２月から３月の毎週水・金曜日は、マイナンバーカードの交付・
電子証明書更新の平日時間外窓口を開設していますので、ご利用く
ださい。また、３月27日・28日の午前中は休日臨時窓口も開設して
います。

分別収集
８日(月)、22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
９日(火)、23日(火)…石井・加納・上賀茂・一條・下小野・上小野・岩殿・毛倉野
10日(水)、24日(水)…湊・青市
11日(木)、25日(木)…石廊崎・大瀬・下流・手石・入間・中木
12日(金)、26日(金)…二條・下賀茂・差田・吉祥

