同報無線の内容や市の情報を配信しています

日時 １月 日（水）
９時 分～ 時 分、
時 分～ 時 分
場所 市民文化会館駐車場
種類 ４００
問合せ先
福祉事務所社会福祉係
（窓口⑥）☎㉒２２１６

げん くん

この灯台には、昭和 年
月まで灯台守が家族と一緒に
暮らしながら、社会と隔絶し
た厳しい孤島生活に耐え、灯
台の灯を守り続け、その後、
昭和 年３月に灯台が無人化
されるまで、下田から灯台職
員が神子元島に滞在し、灯台
の灯を守りました。
１５０年の長きにわたり私
達を見守ってくれていた神子
元島灯台。初点灯から１５０
年が経過した今も、幾多の困
難を乗り越え、私達に安心と
勇気を与えてくれます。
昭和 年７月 日に史跡名
勝天然記念物（自然保護法）
指定、平成 年 月１日の世
界の灯台１００選（国際航路
標識協会）選出、平成 年２
月 日に近代化産業遺産に指
定され、世界の著名な灯台と
肩を並べる神子元島灯台は、
まさに日本の灯台の至宝だと
私達は自負しています。
これからも郷土の誇りとし
て、沖ゆく船舶を安全に導き、
私達が暮らす下田の海を見守
り続けてくれることと思いま
す。
現
※在、神子元島灯台は、地
元の建設会社にて１５０年
目のお色直し中です。

問合せ先

24

☎㉓５１５１

21

１月 日は１１０番の日

市民文化会館

25

11

１１０番は、事件事故など
の緊急時のためのものです。
緊急性のない、相談や照会
などは、警察署若しくは交番
等又は☎♯９１１０にお問い
合わせください。
問合せ先
☎㉗０１１０
下田警察署

12

☎０５３ ４
‐２４ ８
‐００２
宅配業者の不在通知を装い、
新しいＮＯＳＡＩ静岡
ＵＲＬへアクセスを促すショ
が誕生
ートメールが増加しています。
ＵＲＬ接続後、悪質なサイト
県内の３つの農業共済組合
に誘導され個人情報の入力や、 （県東部・中部・西部農業共
不正アプリのダウンロードを
済組合）が令和３年１月に合
求められます。
併し、「静岡県農業共済組合
絶対にＵＲＬに接続したり
（ＮＯＳＡＩ静岡）
」が発足し
問い合わせたりせず、個人情
ました。
報も入力しないでください。
更なる組織運営の効率化や
○詐欺等の発生情報や
多様化する農業経営者の要望
子ども安全情報を配信中
に対応した事業の展開を目指
・ エスピーくん安心メール
し、収入保険と農業共済によ
・ 静岡県警察ツイッター
り、農業経営者の皆さまをよ
で検索してください。
り一層サポートします。
問合せ先
問合せ先
下田警察署管内防犯協会
静岡県農業共済組合
☎㉗２７６６
☎０５４ ２
‐５１ ３
‐５１１
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神子元島灯台 ３６０度
パノラマを体験しよう！
神子元島１５０周年を記念
し、第三管区海上保安本部に
て企画・制作されていた「神
子元島灯台の灯台ＯＮＥタッ
プビュー」が完成し、第三管
区海上保安本部ホームページ
上に公開しています。
スマートフォンやパソコン
で、灯台からの勇壮な風景や
普段見られない灯台内部を３
６０度パノラマ画像やＶＲ画
像で楽しむことができます。
現在、下田市の爪木埼灯台
とともに公開されていますの
で 、「 灯 台 Ｏ Ｎ Ｅ タ ッ プ ビ ュ
ー」で検索又はＱＲコードか
らご覧ください。

静岡県青年司法書士協議会
と全国青年司法書士協議会が、
生活保護に関する電話相談会
を開催します。
日時 １月 日（日） ～ 時
電話相談先

司法書士による「全国
一斉生活保護相談会」

灯台ＯＮＥタップビュー

☎０１２０ ０
‐５２ ０
‐８８
相
※談料無料、秘密厳守。
問合せ先
静岡県青年司法書士協議会
担当 匂坂 和彦

16

10

宅配業者を装ったショ
ートメールに注意！

10

約書（江戸条約）により、全
国に８基建設された条約灯台
の１基です。
灯台は白色円の石造、下田
市のエビス岬（現在の下田公
園、城山）と柿崎から切り出
された伊豆石が使用され、現
存する石造灯台としては、日
本最古の灯台です。
神子元島灯台の初点灯当時
には、明治の元勲大久保利通、
木戸孝允、イギリス公使ハリ
ー・パークス、同領事アーネ
スト・サトウ等の要人が品川
から灯台視察船テーボール号
で神子元島灯台を訪れました。
大英帝国の威信をかけて建
設された神子元島灯台の初代
灯台長は、イギリス人マケン
トン、二代目灯台長はレドッ
ク、三代目灯台長はダウンが
努め、明治９年までおそらく
日本では一番長くイギリス人
が灯台長を務めた灯台でもあ
りました。
神子元島灯台は、関東大震
災でも被害を受けず、太平洋
戦争での４回にわたる米軍の
爆撃にも耐え、現在まで１５
０年の長きにわたり、下田港
に入港する船舶や東京湾に向
かう船舶などの航海の安全を
守り続けています。

納入物資の品目
肉類、魚類、野菜類 等
物資納入期間
４月１日～令和４年３月 日
受付期間
１月 日（火）～１月 日（金）
申込み・問合せ先
学校教育課こども育成係
☎㉓３９２９

市民文化会館イベント
●第 回下田名人会
日時 １月 日（日）
時 分開演
料金 大人３０００円
小中高生１０００円
場所 市民文化会館小ホール
●昭和の名作映画鑑賞会
２月 日（土）
①ぼんち
時～
②おはん
時～
③野火
時～
２月 日（日）
①東京オリンピック
時～
料金 ５００円（全席自由）
２
※日間全ての作品を視聴で
きます。
主催 （ 公 財 ） 下 田 市 振 興 公
社、国立映画アーカイブ
共催 東京オリンピック・パラ
リンピック下田市推進協議会
後援 市教育委員会

24

23

51

44

10

トンにより建設されました。
当時、日本は西欧列強が海
外進出を競う明治初期にあた
り、神子元島灯台は、徳川幕
府が慶応２年（１８６６）５
月に西欧列強と締結した改税

閉館となります。また、白浜
公民館については、原田区へ
建物を譲渡します。
市の行財政改革の一環で、
中央公民館を残し他の市立公
民館を廃止することとなり、
今回で９館が廃止となります。
稲生沢公民館、朝日公民館
は、令和３年度末までに廃止
を予定しています。今後の利
活用は現在検討中ですが、決
まり次第お知らせします。
問合せ先
生涯学習課社会教育係
☎㉓５０５５

令和３年度
給食用物資納入業者募集

31

下田港の沖約 ㎞の孤島に
立つ神子元島灯台は、明治４
年１月１日（旧暦、明治３年
月 日）、 日 本 の 灯 台 の 父
と呼ばれるイギリス人技師リ
チャード・ヘンリー・ブラン

第 回「北方領土の日」記
念史跡めぐりマラソンは、新
型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止となりました。
問合せ先
統合政策課政策推進係
☎㉒２２１２

「北方領土の日」
記念史跡めぐりマラソン
開催中止

※納期内に納めましょう
※納税は便利な口座振替で

本郷公民館・白浜公民
館閉館のお知らせ

応募資格
・ 学校給食１６００食分、保
育所・幼稚園・認定こども
園給食４００食分程度の給
食物資を納入できる経営規
模、衛生状況、信用状況、
供給能力を有する方
・ 市内に居住し、市内で３年
以上営業している方
・ 市内の同一業種組合
申込方法 教育委員会に備付
けの申請用紙に必要事項を記
入の上、市税完納証明書、食
品衛生監視票（点数票）の写し
を添えお申し込みください。

12

下田海上保安部交通課
☎㉓０１４５
問合せ先

４月１日をもって両館とも

22

10

納期は２月１日（月）

献血のご協力を
お願いします

41

広報しもだ
※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。
2021.1 月号
広報しもだ

- 17 -

30 17

16 13 10

１月の納税

10

市県民税
４期
国民健康保険税
９期
介護保険料 ( 普徴 ) ７期
後期高齢者保険料 ( 普徴 )
６期

30 30

32

神子元島灯台
祝 150 周年
15 11 27

13

11

ml

20

21

現存する日本最古の石造灯台
45 30

インフォメーション

下田市メー ル 配 信 サ ー ビ ス

11

12

下 田
ぜひご利用ください

