同報無線の内容や市の情報を配信しています

新庁舎建設設計
「市民ワークショップ」を
開催します（参加者募集）

第 回
静岡県市町対抗駅伝
競走大会 参加者募集！

＊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！

新庁舎建設設計プロポーザ
ルの提案を基に、皆さまが庁
舎に求める機能や使い方など
の意見を出し合いましょう。
第１回目
日時
６月 日（水） 時～ 時 分
場所 稲生沢公民館
第２回目
日時
６月 日（日） 時 分～ 時
場所 市役所大会議室
参
※加は、事前申込とします。
申込方法
電話、ＦＡＸ、メールのい
ずれかの方法で氏名、住所、
電話番号、参加希望会場をお
知らせください。
申込・問合せ先
統合政策課庁舎建設係
☎㉒２２１２
㉒３９１０

市 県 民 税 １期
国民健康保険税 ２期

小学生から成人までの走る
ことが大好きな方、脚に自信
のある方、ふるさと下田の代
表として静岡を駆け抜けてみ
ませんか。
月１日（土）
開催日
一次締切 ６月 日（金）
応募方法
教育委員会に備え付けの申
込書より応募してください。
応募資格
市内在住・在勤、もしくは
下田出身の方
選手カテゴリ
小学生男女、中学生男女、
高校性男女、一般男女（平成
年 月１日以前生で高校生
を除く）
、 歳以上（昭和 年
月１日以前生・男女不問）
申込・問合せ先
生涯学習課社会教育係
☎㉓５０５５

6 月の納税
tougou@city.shimoda.lg.jp

噛むカムケア８０２０
コンクール実施します
対象者
①平成 年４月１日において
満 歳以上でご自分の歯が
本以上ある方
②下田市、賀茂郡に在住の方
③歯科医院に来院可能な方
④再応募可、ただし過去３年
間に静岡県歯科医師会で表
彰された方は再応募不可。
申込方法
①ご希望の方は受診封筒が必
要です（封筒は市民保健課
健康づくり係（☎㉒２２１７）
に備え付けてあります）
。
②受診封筒を持参し、賀茂医
師会会員の歯科医院にて無
料の検診を受けてください。
③６月１日（金）から６月
日（土）までに受診してく
ださい。審査対象の場合、
歯科医院が手続をします。
表彰
①賀茂歯科医師会において審
査を行い、入賞・最優秀賞
を選出します。それぞれ記
念品を贈呈します。
②最優秀賞に選ばれた方を静
岡県歯科医師会に推薦し、
選定されると「８０２０推

静岡県視覚障害者
情報支援センター
「出前センター 下田」

小学校の児童を対象に、海
の日を記念した図画コンクー
ルを行います。
募集画題 海に関係あるもの
（船、魚、海岸、働く人等）
図画の種類 水彩、パステル、
クレヨン、版画
サイズ 八つ切り（横書）
応募期限 ６月 日（月）
申込先 伊豆海事広報協会事
務局（下田商工会議所内）
原
※則、学校を経由してお申
。
し込みください（１人１作品）
問合せ先
中部運輸局下田海事事務所
☎㉒０８４３

海の日図画コンクール

進・静岡県大会」において
表彰されます。なお、旅費
の支給はありません。
申込・問合せ先
賀茂歯科医師会公衆衛生部
勝田洋平（勝田歯科医院）
☎㉒０５４５

53

19

12

見えない・見えにくいこと
で困っていませんか。各種相
談に専門職員が対応し、パソ
コンの活用法や音声図書再生
機器等の紹介や体験を行います。

第

号
市民文芸作品募集

市の文芸普及並びに文化向
上のため、市民の皆さまから
作品を募集し収録発行します。
募集部門
○テーマ部門
「下田を訪れた文人」
○自由部門
特にテーマの規定はありま
せん。自由に執筆ください。
応募資格
市内在住または通勤・通学、
市内文芸グループに所属して
いる方で、文芸活動を職業と
していない中学生以上の方。
月 日 水
原稿締切
( )
当
※日消印有効
応募方法
指定の原稿用紙 ４(００字
詰 を
) 使用し、応募票を添付
して左記まで提出してください。

デ
※ータ提出の場合には、文
章作成ソフトを使用し、原
稿用紙設定（ 字 ×行）
で作成してください。
原
※稿用紙は、教育委員会の
窓口にて無料配布します。
申込・問合せ先
生涯学習課社会教育係
☎㉓５０５５
kyouiku@city.shimoda.lg.jp

日時 ６月７日（木）
時 分～ 時 分
場所 総合福祉会館２階
教養娯楽室１・２
対象 視覚障害者、支援者、
視覚障害者支援に興味のある方
県視覚障害者情報支援センター

主催・問合せ先
☎０５４ ２
‐５３ ８
‐１８０

不動産に関する無料相談会
協会役員７名（土地家屋調
査士や建築士等資格保有者）
や弁護士・司法書士・税理士
等が相談をお聞きします。
日時 ７月 日（木） 時
分～ 時 分（予約不要）
場所 プラサヴェルデ４０２
会議室 沼( 津市大手町 １ １
‐４
‐ )
問合せ先
公益社団法人全日本不動産協
会静岡県本部
☎０５４ ２
‐８５ １
‐２０８

労働保険料等の申告と
納付はお早めに
労働保険の概算・確定保険
料及び石綿健康被害救済法の
一般拠出金の申告・納付をし
ていただく時期となりました。
申告書を添えて労働保険料等
を納付してください。

海洋浴の祭典ビッグシャワー
ボランティアスタッフ募集！

ビッグシャワーのイベント
設営や運営をお手伝いいただ
ける方を募集しています。
皆で一緒に楽しみながら、
来場者のために汗を流して、
下田のビーチを世界に発信し
ましょう。
期間
９月６日（木）～９日（日）
場所 吉佐美大浜海岸
問合せ先
ビッグシャワー下田実行委員会

（下田市観光協会内）
☎㉒１５３１

初心者こども水泳教室
参加者募集
水が怖いけど夏までに泳げ
るようになりたいというお子
さまのための水泳教室を開催
します。
、 日（日）
、
日時 ６月 日（土）
日（土）
、７月１日（日）
、
７日（土）
、８日（日）
時 分～ 時 分
場所 敷根公園屋内温水プール
主催 公益財団法人下田市振
興公社
主管 下田市水泳協会

申告・納付先
静岡労働局、労働基準監督署、
又は最寄りの金融機関
申
※告書のみ提出の場合、金
融機関は利用できません。
電
※子申告・納付も可能です。
申告・納付期間
６月１日（金）～７月 日（火）
問合せ先
静岡労働局労働保険徴収課
☎０５４ ２
‐５４ ６
‐３１６
専用コールセンター
☎０１２０ ７
‐００ ２
‐４４
５月 日（木）～７月 日（木）
９時～ 時

自衛官候補生・一般曹
候補生・航空学生を
募集します

自衛官候補生と一般曹候補
生は自衛隊の約 種類からな
るいずれかの仕事につき、そ
れぞれに応じた国家免許取得
のチャンスがあります。
航空学生は海上・航空自衛
隊のパイロットを養成するコ
ースで、事業用操縦士の国家
資格が取得可能です。
応募資格
平成 年４月１日現在、一
般曹候補生と自衛官候補生は
才から 才までの方。航空
学生は海上自衛隊が 才から
才まで、航空自衛隊が 才

対象 泳力が メートル未満
の小学生
定員
名（先着順）
参加料 ３，０００円（プー
ル入場料は含みません）
申込方法 プール受付に備え
付けの申込用紙に必要事項を
記入し、参加料金を添えてお
申し込みください。
申込期間
５月 日（水）午前 時～
申込・問合せ先
敷根公園屋内温水プール
☎㉓６３３３
40

サギ電話に注意！
下田警察署管内でサギ電話
や架空請求詐欺のメールやハ
ガキが多発しています。
市役所や役場の職員を名乗
り、「保険料の還付金があるの
でＡＴＭへ」という電話や、
子どもや孫を名乗りお金を要
求される電話には詐欺を疑い
ましょう。
また、メールやハガキでの
身に覚えのない請求は無視し、
問合せ先に連絡しないように
しましょう。
問合せ先
下田警察署管内防犯協会
☎㉗２７６６

から 才までの高校卒業又は
卒業見込みの方
受付期間
７月１日（日）～９月７日（金）
試験日
自衛官候補生
９月 日（日）以降
一般曹候補生
９月 日（土）
、 日（日）のい
ずれか１日
航空学生 ９月 日（月）
問合せ先
自衛隊伊東地域事務所
☎０５５７ ３-７ ９-６３２

税務職員募集（高卒程度）
受験資格
①平成 年４月１日において、
高等学校又は中等教育学校を
卒業した日の翌日から起算し
て３年を経過していない方及
び平成 年３月までに高等学
校又は中等教育学校を卒業す
る見込みの方②人事院が①に
掲げる者に準ずると認める方
申込期間
６月 日（月）～６月 日（水）
イ
※ンターネットにてお申し
込みください。
一次試験日 ９月２日（日）
申込・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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【納期は７月２日（月）】
※６月30 日が土曜日のため
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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
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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。

