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役場をかたる新型コロナウイルス
感染症ワクチン詐欺にご注意を！
「コロナウイルスワクチンが接種できる。後日全
額返金するのでお金を振り込んで」という電話や、
「コロナウイルスワクチンが無料で接種できます」
と個人情報を聞き出す電話が発生しています。この
ような電話は詐欺ですので、金銭の振り込みや個人
情報を教えないようにしましょう。
問合せ

下田警察署管内防犯協会

☎２７－２７６６

令和４年度採用町職員募集

運転ボランティア養成講座受講者募集

採用年度 令和４年度
募集職種
●大卒以上
一般事務 若干名
●短大卒以上（修業年数２年以上の専門学校を含む）
一般事務(社会福祉士) １名
保健師 １名
受験資格
●大卒以上
一般事務 平成９年４月２日以降に生まれた方で、
大卒以上であること（令和４年３月卒業見込の学生を
含む）
●短大卒以上（修業年数２年以上の専門学校を含む）
一般事務(社会福祉士) 昭和62年４月２日以降に生
まれた方で、社会福祉士資格を有する方（令和４年３
月までに資格取得見込を含む）
保健師 昭和62年４月２日以降に生まれた方で、保
健師資格を有する方（令和４年３月までに資格取得見
込を含む）
※ただし、日本国籍を有しない方および地方公務員法
第16条の欠格条項に該当する方は受験不可
試験詳細
第一次試験 ９月19日（日）
会場 静岡県下田総合庁舎（下田市中531－１）
①職場適応性検査
②教養試験
③専門試験（保健師）
第二次試験 第一次試験結果通知に併せて通知
申込方法 申込書を郵送または持込にて総務課まで提出
※申込書は総務課にて用意してあります。申込書を郵
送請求する場合は､120円切手を貼った返信用封筒
（角２：A4判用）を同封し、総務課総務係まで請求
申込期間 ７月19日(月)～８月10日(火)※当日消印有効
申込・問合せ 総務課 総務係 ☎６２－６２１１
〒415-0392 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂315-1
総務課 総務係 宛

高齢者の外出支援サービスに従事するボランティア
養成のための「運転ボランティア養成講座」の受講者
を募集します。
日時 １日目 ７月７日(水) 10：00～15：50
２日目 ７月８日(木) 10：00～15：40
場所 １日目 下田市内
２日目 静岡県自動車学校松崎校
内容 講義および実技（運転講習）
対象者 運転免許証を所持する町民の方
申込方法 電話にて申し込み
申込期限 ６月30日(水)
定員 ５名
費用 無料
申込・問合せ 地域包括支援センター ☎３６－３３３５

胃がん肺がん検診（追加日程）の実施
日時 ７月14日(水)、15日(木)
予約時間割
①７：00 ②７：15 ③７：30 ④７：45 ⑤８：00
⑥８：15 ⑦８：30 ⑧８：45 ⑨９：00 ⑩９：15
場所 湯けむりホール
対象者 今年度がん検診を未受診の40歳以上の方
申込方法 電話または窓口にて申し込み(８：30～17：00)
申込期間 ６月14日(月)～希望日の前日まで
持ち物 受診票、保険証
負担金 900円(胃がん検診のみ）※国民健康保険加入者
および70歳以上の方は無料
申込・問合せ 健康増進課 健康増進係
☎６２－６２５５

ビンやペットボトルは、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

暮らしなんでも相談
日常で起こるトラブルや悩みごと、困ったこと（心
の悩み、消費生活、住まい、生きがい、介護、法律な
ど)､どこに相談すれば良いか解らない時の相談窓口で
す。悩み事を一緒に考え、専門的なアドバイスをして
くれる所を紹介します。
※相談・取次ぎは無料ですが、専門家に相談する場合
は別途料金が発生することがあります。
受付時間 平日９：00～17：00
相談・問合せ ライフサポートセンター東部事務所
☎０５５－９２２－３７１５

①キャップを外す

②ラベルを剥がす

③中を水洗いする

同報無線放送の内容は、以下の番号に電話することで自動音声確認が
できます。内容を再度確認したい際などにご活用ください。
☎０５５８－６２－２１２１（携帯電話からの発信も可）
※通話料は利用者負担となります

７月のカレンダー
１ 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
２
(金)

人権相談（10：00～15：00）郷土館２階小会議室
[問]町民課 ☎６２－６２２２
育児相談（10：00～11：30）子育て支援センター
[問]健康増進課 ☎６２－６２５５
日本脳炎１期初回１回目予防接種（13：00～13：15）役場
[問]健康増進課 ☎６２－６２５５

３
(土)
４
(日)

17
(土)
18 プレママ・パパセミナー（13：15～）道の駅開国下田みなと
(日) ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
19 教育相談（13：30～16：00）図書館
(月) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
20
(火)

教育相談（13：30～16：00）図書館

５ [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

21
(水)

６
(火)
７ 日本脳炎１期初回２回目予防接種（13：00～13：15）役場
(水) [問]健康増進課 ☎６２－６２５５

22 海の日
(木)
23 スポーツの日
(金)

[問]社会福祉協議会

☎６２－３１５６

６か月児育児相談､１歳児育児相談（各時間個別指定）健康福

８ 祉センター [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
(木) 年金相談（９：00～12：00、13：00～14：00）下田市役所

24
(土)

９ 日本脳炎１期初回２回目予防接種（13：00～13：15）役場
(金) [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
10
(土)
11 プレママ・パパセミナー（13：15～）健康福祉センター
(日) ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
12 教育相談（13：30～16：00）図書館
(月) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
13 こども相談会（時間要相談）町内の認定こども園
(火) ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
14
(水)

25 プレママ・パパセミナー（13：15～）下田市役所
(日) ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
26 教育相談（９：00～16：00）図書館 ※事前予約必須
(月) [問]教育委員会 ☎６２－０６０４
27
(火)
28
(水)
29 ことばの教室（時間要相談）町内の認定こども園
(木) ※要予約 [問]健康増進課 ☎６２－６２５５
30
(金)

※要予約

15
(木)

[問]下田市市民保健課

☎２２－３９２２

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
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（10：00～15：00）健康福祉センター
[問]町民課 ☎６２－６２２２
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

16
(金)

31
(土)

※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
12日(月)、26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
13日(火)、27日(火)…石井・加納・上賀茂・一條・下小野・上小野・岩殿・毛倉野
14日(水)、28日(水)…湊・青市
15日(木)、29日(木)…石廊崎・大瀬・下流・手石・入間・中木
16日(金)、30日(金)…二條・下賀茂・差田・吉祥

