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図 書 館 だ よ り
≪新刊図書のご案内≫

〈一 般〉

◎我、鉄路を拓かん

梶 よう子 著 / ＰＨＰ研究所

◎リバー

奥田 英朗 著 / 集英社

◎経済のことよくわからないまま社会人になった人へ

池上 彰 著 / ダイアモンド社

〈児 童〉

◎友だちのこまったがわかる絵本

ＷＩＬＬこども知育研究所 編・著 / 金の星社

◎ジブリの食卓となりのトトロ

スタジオジブリ 監修 / 主婦の友社

◎ゆめぎんこう おじいちゃんのおともだち

コンドウ アキ 著 / 白泉社

≪図書リサイクルフェア≫

【日 時】 １２月３日（土）～１２月２２日（木）

【場 所】 図書館内キッズルーム、教育委員会側入口

【その他】 雑誌、図書１人５冊まで

≪雑誌付録抽選会≫

【日 時】 １２月１０日（土） ９：００～

【日 時】 （先着順、無くなり次第終了）

【場 所】 図書館受付カウンター

【その他】 １人１回

【問合せ】 図書館（℡４２－３９７２）

第１２回自然薯品評会
松崎町農業振興会では、地域の特産品振興を目的

に、第１２回自然薯品評会を開催します。

≪品評会（展示）≫

【日 時】 １２月６日（火）９：００～１４：００

【場 所】 富士伊豆農協松崎支店 ２階会議室

≪直売≫

【日 時】 １２月６日（火）９：００～１４：００

【場 所】 富士伊豆農協松崎支店 「ほのぼの売店」

【その他】 贈答用の予約も受け付けます。

【問合せ】 産業建設課（℡４２－３９６５）

無 料 交 通 事 故 相 談
静岡県交通事故相談所主催の無料巡回交通事故相

談を開催します。

賠償額の計算や示談の進め方、事故の過失割合、

自動車賠償責任保険への請求など、交通事故でお困り

の方はご相談ください。

【日 時】 １２月１６日（金）１１：００～１５：００

【会 場】 生涯学習センター２階 相談室

【そ の 他】 交通事故証明書・診断書など、事故に関係

【そ の 他】 する書類がありましたら

【そ の 他】 ご持参ください。

【申込期間】 １２月１４日（水）までに、

【そ の 他】 問合せ先に予約をして

【そ の 他】 ください。

【問合せ】 総務課（℡４２－３９６３）

令和５年度看護学科
一般入学試験について

【出願期間】 １１月２５日（金）～１２月９日（金）

【対 象 者】 ＷＥＢ出願後、紙書類を２日以内に提出

【試 験 日】 ・看護１学科

【対 象 者】 ・一次試験 令和５年１月１３日（金）

【対 象 者】 ・二次試験 令和５年１月２７日（金）

【対 象 者】 ・看護２学科

【対 象 者】 ・一・二次試験 令和５年１月１３日（金）

【募集定員】 （３年制） ８０人（推薦入学者を含む）

【対 象 者】 （２年制） ４０人

【受験資格】 ①看護１学科

【対 象 者】 高等学校を卒業した人、もしくは令和５年３月卒業

【対 象 者】 見込みの人、または同等以上の学力がある人

【対 象 者】 ②看護２学科

【対 象 者】 高等学校を卒業もしくは令和５年３月卒業見込みの

【対 象 者】 の准看護師、または准看護師免許を持ち３年以上

【対 象 者】 業務に従事した人

【入学検定料】 ４,７００円

【試験会場】 駿東郡清水町長沢２１２－１

【対 象 者】 静岡県立看護専門学校

【問 合 せ】 静岡県立看護専門学校 総務課

【対 象 者】 （℡０５５－９７１－２１３５）



マイナンバーカードは役場の営業時間外でも
受け取ることができます！！

平日、役場営業時間の１７：００までに受け取ることが困難な方は、事前にご予約いただくことで、マイナンバーカード

を１７：００以降でも受け取ることができます。（申請も受付できます。）

受付可能時間 １７：００～１９：００

※ご予約の連絡は、８：１５～１７：００までにお願いします。

※１８：００以降は夜間通用口からお入りください。

ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

【問 合 せ】 窓口税務課（℡４２－３９６８）

松崎町防災メール配信サービスのご案内
防災メールは、町内放送で流れる放送内容を速やかにメールで配信するサービスです。お手持ちの携帯電話や

スマートフォン・パソコンなどで受け取ることができます。登録は、案内に従い簡単にできますので、多くの皆さまのご

登録をお待ちしています。

【配信内容】 屋外スピーカーおよび戸別受信機から流れる町内放送の内容です（区内放送を除く）。

【受付期間】 ●災害時の緊急なお知らせ（地震・津波・避難情報など）

【受付期間】 ●道路交通規制情報 ●防犯情報 ●イベント情報

【受付期間】 ※配信できない情報：火災情報、行方不明者情報

【登録方法】 右のＱＲコードを読み込み、空メールを送信して、返信されたメールに

【受付期間】 記載されたアドレス（ＵＲＬ）にアクセスするだけです。

【受付期間】 ＱＲコードの読み込み機能が無い場合は、下記のメールアドレス宛に

【受付期間】 空メールを送信することで登録できます。

【受付期間】 ※メールアドレス bousai.matsuzaki-town@raiden2.ktaiwork.jp

【そ の 他】 ●収集したメールアドレスは、本メール配信以外の用途には利用しません。

【受付期間】 ●本サービスの利用は無料ですが、通信費は利用者負担となります。

【受付期間】 ●通信環境などにより、通知メールの受信に時間がかかる場合があります。

【問 合 せ】 総務課（℡４２－３９６３）

▲ＱＲコード

伊豆まつざき田舎暮らしサポート隊
の活動をご紹介！

今年の７月に松崎町が大好きなメンバーが集い、サポ

ート隊が立ち上がりました。住まいや仕事、子育てなど、

松崎町でのちょっと不便だけど丁寧でステキな田舎暮ら

しをサポートしています。

★ステキな田舎暮らし情報をお届けします！

松崎町の暮らしにフォーカスして SNS等で「田舎暮らし

便り」を定期的にアップしていきますので、ぜひ一度サイ

トを覗いてみてください。

社会保険労務士無料相談会
県社会保険労務士会三島支部下田地区会では、労働

・社会保険に関する無料相談会を行います。お気軽にご

利用ください。（予約不要）

【日 時】 １２月９日（金）１０：００～１５：００

【場 所】 ハローワーク下田１階会議室

【日 時】 下田市４－５－２６

【相談内容】 ・労働相談

【日 時】 ・解雇、雇い止め、賃金不払い、

【日 時】 ・働き方改革関連法等労務管理上の疑問

【日 時】 ・年金問題

【日 時】 ・在職中の年金の仕組み、支給の繰り上げ、繰り下げ

【日 時】 ・適用事業所の範囲拡大、障害年金の支給要件

【日 時】 ・各種助成金

【問 合 せ】 野口弘宣労務行政士事務所

【応募資格】 （℡２７－１４４６）
▲伊豆まつざき田舎暮らし

サポートポータルサイト

▲Facebook ▲Instagram

＊休日窓口も行っています。

月２回程度 ９：００～１２：００


