市税等の納め忘れは
ありませんか？
市県民税、固定資産税、軽
自動車税、国民健康保険税の
納め忘れはありませんか？
そのままにしておくと延滞
金の加算や、滞納処分を受け
ることになります。
特別な事情で納付が遅れて
いる方はご相談ください。
問合せ先 税務課収納係
（窓口⑦）☎㉒２２１８

Ｊアラート
（全国瞬時警報システム）
の試験放送を実施します

地震・津波や武力攻撃など
の緊急時に、
Ｊアラート（全
国瞬時警報システム）から送
られてくる国の緊急情報を、
同報無線を用いて市民の皆さ
まへ確実にお伝えするため、

申込受付
３月 日（火）～４月 日（金）
採用説明会を開催します
３月８日（木） 時～
下田警察署松崎分庁舎２階講堂

３月９日（金） 時～
下田警察署３階講堂
問合せ先
下田警察署警務課
☎㉗０１１０（内線２１１）

平成 年度の
国民年金保険料額は
１６，３４０円です

国民年金保険料は納付書で
納めることができますが、納
め忘れが少なく、便利な口座
払いをご利用ください。
また、まとめて納付すると
お得になる前納制度もありま
すので、ぜひご利用ください。
問合せ先 三島年金事務所
☎０５５ ９
‐７３ １
‐４４４

公益財団法人
による交通相談

日弁連交通事故相談センター

次の日程で国民保護情報の試
験放送を実施します。
国民保護情報訓練
日時 ３月 日（水）
午前 時頃
放送内容 （ 上 り ４ 音 チ ャ イ
ム）
＋
「これはＪアラートのテ
ストです。
」 ３回＋
「こちら
×
は、下田市です。
」
＋
（下り４音
チャイム）
問合せ先 防災安全課防災係
（窓口⑩）☎㊱４１４５

平成
-年度の
燃えるごみ収集の
委託事業者について
４月から、燃えるごみ収集
の委託事業者がサガミシード
株式会社となりました。
委託期間は、平成 年４月
から平成 年３月までの２年
間です。
問合せ先 清掃センター
☎㉒６６８６

一般曹候補生を
募集します
一般曹候補生は、陸・海・
空曹自衛官を養成するコース
です。
自衛隊の約 種類からなる
いずれかの仕事につき、専門
的な知識・技術を取得します。
応募資格
平成 年４月１日現在、 才
以上 才未満の方
受付期間 ５月１日（火）まで
試験日 ５月 日（土）

主な仕事の種類
草刈り、草取り、植木せん
定、伐採、大工、塗装、掃除、
あて名書き、毛筆筆耕、家事
援助、その他作業など
入会の手続と条件
①下田市内に在住している方
②年齢がおおむね 才以上の
健康で働く意欲のある方
③年会費２，０００円
申
※込用紙はシルバー人材セ
ンター事務所にあります。
問合せ先
下田市シルバー人材センター
☎㉒４２２２

受験資格
①昭和 年４月２日～平成９
年４月１日生まれの方
②平成９年４月２日以降生ま
れで次に掲げる方

国税専門官採用試験
受験者募集

場所 プラサヴェルテホテル
沼津（予定）
詳
※細についてはお問い合せ
いただくか、インターネッ
トで「静岡地本」と検索し
てください。
問合せ先
自衛隊伊東地域事務所
☎０５５７ ３
‐７ ９
‐６３２

現在、中高生を中心に多く
の子どもたちがスマートフォ
ンを持ち、
ＳＮＳ
（ライン、イ
ンスタグラム、ツイッター、
フェイスブックなど）を利用
しているかと思います。
気軽にメッセージのやり取
りができて便利な反面、いじ
めやネット依存、写真流出に
よる被害、ネットを通じて知
り合った人と会うことで、犯
罪に巻き込まれるケースなど
が増えていることも忘れては
いけません。

ＳＮＳの使い方に
気をつけて！

60

群馬県沼田市のすがた

姉妹都市通信

インターネットを利用する
際には、次のようなルールを
作るなど、話し合いの場を持
ちましょう。
インターネットを
利用する際のルール
・ 使用時間を決める
・ 悪口など相手が嫌な思いを
する書き込みをしない
・ ネットで知り合った人と直
接会わない
・ 安易に個人情報や顔写真を
載せない
・ 投稿を公開する範囲を設定
する、など
静岡県警ツイッター
犯罪発生情報や子どもの安
全情報などを配信中です。
ＰＣ・スマートフォンから
＠ Fuji_bouhan
または静岡県
警察で検索ください。
問合せ先
下田警察署管内防犯協会
☎㉗２７６６

静岡県警察官募集
平成 年４月採用予定、警
察官Ａ（大学卒業又は卒業見
込み）を募集します。
詳細については、下田警察
署又はお近くの交番・駐在所
までお問い合わせください。

・ 大学を卒業した方及び平成
年３月までに卒業する見
込みのある方又は、それと
同等の資格があると、人事
院が認める方
申込方法
インターネットからお申込
みください。
イ
※ンターネット申込ができ
ない環境にある場合は、左
記まで連絡してください。
申込期間
３月 日（金）～４月 日（水）
一次試験日 ６月 日（日）
問合せ先
名古屋国税局人事第二課試験係

☎０５２ ９
‐５１ ３
‐５１１
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焼却炉工事に伴う、
ごみ減量のお願い

清掃センターでは、３月下
旬まで、焼却炉の改修工事を
行っています。
工事期間中、ごみの収集、
受付は通常どおり行いますが、
ごみ処理能力が著しく低下す
るため、ごみ減量にご協力を
お願いします。
ごみ焼却時に発生する有害
物質の処理設備を改修する大
切な工事です。皆さまのご理
解とご協力をお願いします。
問合せ先 清掃センター
☎㉒６６８６

あなたも一緒に下田市
シルバー人材センターで
働いてみませんか
平成 年度の会員を募集し
ています。就職は望まないが、
経験・技術を生かして働きた
い、何らかの収入を得たい、
社会に役立てたい、という健
康で、意欲のある人は入会し
てみませんか。

日時 ３月 日（月）
○下田メディカルセンター
時～ 時 分
市ホームページに以降の日
日程（この内１日を選択）
※
程についても掲載しています。
５月 日（火）～ 日（金）
場所 市役所２階第２委員会室
体験時間 ９時 分～ 時
前
住所 下田市六丁目４ ※日までの予約制で、 分
ごとに割振りを実施してい
近
※隣の市町でも各施設で受
ます（最大５件）
。
入を行っています。
申込・問合せ先
申込方法 郵便往復ハガキに
静岡県弁護士会沼津支部
て、希望する病院（施設）の
受付時間 ９時～正午
「
ふれあい看護体験係」へ送
時～ 時
付してください。
☎０５５ ９３１ １８４８
詳細は静岡県看護協会ホー
‐
‐
ムページでご確認ください。
「ふれあい看護体験」
募集期間
参加者募集
４月２日（月）～ 日（月）
問合せ先
静岡県ナースセンター
☎０５４ ２
‐０２ １
‐７６１

○介護老人保健施設
ふれあいの下田

病院、老人保健施設がそれ
ぞれにユニークなプログラム
を実施し、見学や簡単な看護
体験、関係者との交流などを
行います。
中
※学生・高校生の参加もで
きる施設がありますが、学
業を優先して参加申込みを
してください。
市内対象施設と期間

30

31

3 月の納税
日程（この内１日を選択）
５月９日（水）
・ 日（木）
体験時間 ９時 分～ 時
住所 下田市柿崎
-

11

26

15

※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。
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10

30

30

17

31

30

利根観光会館を主会場に県内外から集められた 4,500 体
を超えるひな人形が会場に並びます。幅 18m 高さ 3.8m の
特設ひな壇や、幅 6.7m 高さ 3m のひな壇は見応えがあります。
また、期間中はひな人形つるし雛作りやとんぼ玉作り、
毛筆体験、レジンアクセサリーなどの手作り体験教室も行
われます。
開催期間
４月１日 ( 日 ) までの９時 30 分～ 16 時 30 分
(３月９日 ( 金 ) から 11 日 ( 日 ) までは展示入れ替えのため休館 )
場所 利根観光会館、老神温泉参加旅館、南郷の曲屋ほか
問合せ先 老神温泉観光協会☎０２７８－５６－３０１３

63

11 14

30
31

13

13

弁護士が月に一度、交通事
故に関する様々な相談に応じ
ます。相談料は無料です。
お困りの方はお気軽にご相
談ください。

老神温泉びっくりひな飾り
～豪華なひな人形などが 4,500 体以上！～

10 15

18

23

20

30

15

27 30

15

18

18

30

71

26

同報無線の内容や市の情報を配信しています

32

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

【納期は４月２日（月）】
※３月 31 日が土曜日の
ため
後期高齢者保険料 ( 普徴 )
８期
＊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！

30 10
32
10 15

30

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。

