地震、津波等の災害に対する予備知識、防災対策について
6

観光おもてなし講座

観光案内の要点、心のおもてなし、市民の心得等について
7

観光づくりについて

市の観光の現状とその振興施策

12

介護保険制度の解説、介護保険の利用状況について

こんなにあります
市内の指定文化財

メニュー以外の講座についても相談に応じますので、ご連絡ください。

行事参加していただける方を
対象外商品
一般家庭用品として兼用で
募集します。
訪問団でしか味わえない貴
きるもの（空気清浄機、加湿
器、ポット、カメラなど）
重な体験をお楽しみください。
日程
助成金額
乳児１人につき
７月 日（火）〜７月 日（火）
３０，０００円（上限）
８
※日間（予定）
助
※成の申請は１回限りです。 申込締切 ５月 日（水）
募集人数
名
領収書等はまとめてお持ち
ください。
定
※員になり次第締切
助成期間・申請期限
旅行代金 １人 万円前後
満１歳の誕生日の前日まで
（参加人数、燃油サーチャー
の購入分を助成しますので、
ジ等で金額が増減します。
）
参
同日までに申請してください。
※加者全員同一行動となり
ますのでご了承ください。
必要なもの
・対象品名（育児用品）が確
申込・問合せ先
統合政策課秘書係
認できる領収書の原本
・申請者名義の通帳の写し
☎㉒２２１２
・印鑑
申込・問合せ先
平成 年下田市成人式
福祉事務所社会福祉係
☎㉒２２１６
31

35

18

10

30 30

市外在住者 市に住民登録さ
れていない方で、成人式に参
加を希望される方は、左記内
容をＥメールでお申込みくだ
さい。
件名
平成 年下田市成人式申込み
本文 ①新成人の氏名（ふり
がな）
、
②案内状送付先の郵便
番号、住所、
③電話番号、
④生
年 月 日 、⑤ 卒 業 中 学 校 （ 又 は
小学校）
○新成人企画・出演者募集
新成人による特技の披露や、
アイデアを募集します。
個人・団体は問いません。
発表時間は 分程度です。
申込・問合せ先
生涯学習課社会教育係
☎㉓５０５５
15

河内地区において、今年の
１月に稲生沢川の河床掘削を
実施し、流れやすい川へと生
まれ変わりました。
今後も上流に向けて、工事
を進めていく予定です。
問合せ先
下田土木事務所 工事第１課
☎㉔２１１４

河床掘削の効果

kyouiku@city.shimoda.lg.jp

30

自動車税は
５月 日（水）までに
納めましょう
納付はお近くのコンビニ・
金融機関・郵便局・
設
置店でお願いします。
問合せ先
下田財務事務所課税課
☎㉔２０１８

31

「平成 年度燃えるごみ
収集日程表」掲載内容の
訂正とお詫び
３月下旬に新聞折り込み等
で配布した日程表の掲載内容
に誤りがありましたので、訂
正し、お詫びいたします。
訂正箇所 中央上から３行目
正 午後の部は午後１時まで
にごみ出ししてください。
誤 午後の部は午後 時まで
にごみ出ししてください。
市
※ホームページに掲載して

いるものは修正済みです。
問合せ先
環境対策課環境保全係
☎㉒２２１３

幅 ｍ、高さ７ｍから落下・飛散する姿から「東洋のナイア
ガラ」と呼ばれている吹割の滝の遊歩道が開通しました。遊歩
道で滝の近くまで行くと、新緑に囲まれた中、悠久な時が生み
出した迫力と雄大な自然美を感じることができます。
そして、この渓谷を取り囲む１周約１時間の遊歩道では、途
中にある観瀑台からみる眺めなど多くの見どころもあります。
月中旬まで
開通期間
（ 月中旬～３月下旬は閉鎖、また、夜間は通行止め）
問合せ先 沼田市利根支所観光係☎０２７８ ５
‐６ ２
‐１１１

29

10

第 回ニューポート
黒船祭・参加者募集

11

日時
平成 年１月７日（日）
時 分開式
会場 市民文化会館大ホール
対象者
平成９年４月２日～
平成 年４月１日生
～案内状の送付について～
市内在住者 平成 年９月１
日時点で、市に住民登録され
ている方には、９月末頃まで
に案内はがきを送付します。

12

10

～吹割の滝
遊歩道が開通になりました～
12

今年も国際姉妹都市である
アメリカ合衆国ニューポート
市に、下田市訪問団を派遣し
ます。
このたび、市長をはじめと
する下田市訪問団の一員とし
てニューポート黒船祭の公式

☎㉒３２９４
福祉事務所障害福祉係

10

30

12

手話奉仕員
養成講座（入門課程）を
開催します
市では、聴覚障害者への理
解、コミュニケーション技術
（手話）の習得を目的とした養
成講座を開催します。
名
募集人員
対象者 聴覚障害者への理解、
コミュニケーション技術（手
話）の習得に関心のある方
講座内容 全 講座（手話技
術 講座、必須講義３講座）
実施期間
６月８日（木）～ 月９日（木）
毎
※週木曜日（８月 日、８
月 日を除く）
時～ 時
時間
場所 市民文化会館大会議室
又は中央公民館会議室
参加費 ３，２４０円
申込方法 社会福祉協議会又
は、福祉事務所に備え付けの
申込用紙に必要事項をご記入
のうえ、参加費を添えてお申
し込みください。
申込締切 ５月 日（金）
申込・問合せ先
社会福祉協議会
11

26

姉妹都市通信
30
群馬県沼田市のすがた

29

20

21

21

補助対象経費
住居費、引越費用
補助金額
補助対象経費の合計額を対
象に１世帯当たり上限 万円。
申込・問合せ先
統合政策課政策推進係
☎㉒２２１２

22

34

19

育児用品購入費を
助成します

下水道の歴史と役割

18

５月の納税
市では、子育てにかかる経
済的負担の軽減を図るため、
乳児の育児用品購入費の一部
を助成します。
対象者 平成 年４月１日以
降に出生した乳児を監護して
いる保護者
対象商品
平成 年４月１日以降に、
市内の小売店舗（ドラッグス
トア、薬局、ホームセンター、
スーパー等）で購入した乳児
用育児用品（中古品は除く）
。
対
※象用品は乳児が生まれて
から購入されたものに限る。

21

- 12 2017. 5 月号
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選挙管理委員会
ゴミの減量方法や収集・処理について

下田市の水道

17

（窓口⑥）☎㉒２２１６

M
M
K

公職選挙法に基づく各種選挙制度の概要
選挙の仕組み

リクエスト講座

上下水道課
下水道事業の歴史と役割について
ゴミを減らしましょう！

20

下田市
結婚新生活支援補助金
～新婚夫婦の新生活を
応援します～

家庭でできる防災対策

軽自動車税
国民健康保険税 １期
19

28

市の高齢者の状況や在宅福祉事業制度について
※他の福祉制度も相談により対応可

21

5

観光交流課

暮らしの中の税

29

健康寿命と 65 歳ノートの活用について

環境対策課
認知症の理解者であるサポーターの養成

65 歳ノート活用講座

31

31

マイナンバー制度について
4

防災安全課

3

FAX

水道のしくみ（水道水ができるまで､水道施設､水道料金）
認知症サポーター養成講座

18

税務課
各種市税の課税の仕組みや納税等について

下田市の行財政改革

＊納期内に納めましょう。
＊納税は便利な口座振替で
＊口座振替は残高確認を！
生涯学習課

24

マイナンバー制度についての説明

2

【納期は５月 31 日（水）】
17

インフォメーション

婚姻に伴う経済的負担を軽
減するため、住居費・引越費
用を補助します。
補助対象世帯・条件
①平成 年４月１日から平成
年３月 日までに婚姻届
を提出し、受理された世帯
②夫婦の年間所得が３４０万
円未満（貸与型奨学金の返
済を行っている場合は、所
得から控除します。
）
③平成 年１月１日から平成
年３月 日までの間に結
婚を機に新たに市内に住居
を購入、賃借した世帯、引
越しをした世帯
④対象の住居が市内にあり、
補助金交付申請時に市内に
住所を有していること。
⑤他の公的制度による家賃補
助等を受けていないこと。

伊豆縦貫自動車道事業の進捗状況について

総務課
今後予定している行革の内容、進捗状況について

市の家計簿

24

市内の指定文化財について

23

市の財政状況について
1

地区集会所などの会場を受講
者の方で用意してください。
申込方法 希望する日の２週
間前までに申込書を提出して
ください。
料金 講師の派遣や資料は無
料（施設借上料や有償資料代
などは受講者負担）
実施できない場合
・ 政治、宗教、営利を目的と
する集会などの場合
また、苦情やご要望をお聞
きする場ではありません。
申込・問合せ先
統合政策課政策推進係
☎㉒２２１２
㉓３９１０

いきいき健康講座
15

下田
29

29

下田市職員出前講座

下田市景観計画について
伊豆縦貫自動車道について

市民保健課
食生活の改善、健康管理、健康体操、生活習慣病
予防等について

30

30

市民の皆さまが知りたい・
学びたい内容を、市役所の職
員が出向いてお話をする出前
講座をぜひご利用ください。
対象 小学生以上で市内在住、
在勤、または通学されている
５名以上の方々（小中学校単
位での申し込みも歓迎です）
。
開催日時 土日祝日、 月
日から１月４日までを除いた
日の９時から 時までの間で、
１講座２時間まで。
開催場所 市内の公の施設、

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度についての説明
国民健康保険の豆知識

14

同報無線の内容や市の情報を配信しています

平成 29 年度 下田市職員出前講座メニュー

12

景観を活かしたまちづくり

10

建設課
9

福祉事務所
11 高齢者の在宅福祉事業について

ご存知ですか？介護保険制度

国民健康保険制度の概要
13

問 合 せ 先 自衛隊静岡地方協力本部
伊東地域事務所 ☎０５５７－３７－９６３２

下田市メール配信サービス

29

65 歳からの介護予防のための 65 歳からの介護予防のための総合的な健康・体力
健康・体力づくり
づくりのための講義・運動実技
16

下田発！がんばる農家さん講座 不利な条件にも負けずにがんばっている農家さんを紹介します 産業振興課
8

担 当 課
容
内
の
座
講
名
座
講
NO

自衛官募集中 !
ぜひご利用ください
※紙面中、電話番号に市外局番の記載がない場合、
市外局番は「0558」です。

