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広 報

まつざき
知っている人は始めている ６５歳以上の貯筋

ちょきん

いきいき貯筋倶楽部参加者募集
月１回の教室と毎日ちょっとの運動で、しっかり貯筋。

椅子に座っての運動が中心で、運動が苦手な方や運動

が続かないという方に、特にお勧めです。

【対 象 者】 ６５歳以上の町民で介護認定を受けていな

【対 象 者】 い方（毎年特定健診を受診し、運動制限の

【対 象 者】 ない方）

【募集人数】 ３０人

【参 加 費】 ６００円

【対 象 者】 （人数により変更になる場合があります）

【日 時】 毎月１回水曜の午前 全１２回

【対 象 者】 初回：４月２８日（水）

【場 所】 環境改善センター 文化ホール

【講 師】 運動指導者、理学療法士 他

【申込期間】 ４月１日（木）から４月９日（金）に、健康福祉

【対 象 者】 課へ電話でお申し込みください。応募多数

【対 象 者】 の場合は抽選です。

【そ の 他】 ・マスクを着用して体を動かします。

【対 象 者】 ・日時などの詳細は、参加が決定した方に４

【対 象 者】 ・月２０日頃通知します。

【対 象 者】 ・新型コロナウイルス感染症の流行などで変

【対 象 者】 ・更や中止となる場合がありますのでご、了

【対 象 者】 ・承ください。

【問 合 せ】 健康福祉課（地域包括支援センター）

【対 象 者】 （℡４２－３９６６）

国税専門官 採用試験
【受験資格】

①平成３年４月２日～平成１２年４月１日生まれの方

②平成１２年４月２日以降生まれの方で次に掲げる方

②・大学を卒業した方および令和４年３月までに卒業する

②・見込みの方

②・人事院が上記に掲げる方と同等の資格があると認

②・める方

【申込方法】

○インターネット（人事院ホームページ）により申し込んでく

○ださい。

○受付期間：３月２６日（金）９：００～４月７日（水）受信有効

※インターネット申し込みができない環境にある場合は、

※問合せ先まで連絡してください。

【試 験 日】

○第１次試験：６月６日（日）

○第２時試験：７月５日（月）～７月１６日（金）のうち、いずれ

○第２時試験：か指定する日

【問 合 せ】 名古屋国税局 人事第二課 試験係

【問 合 せ】 （℡０５２－９５１－３５１１ 内線３４５１）

不動産無料相談会のお知らせ
地価公示、地価調査をはじめ、不動産の鑑定評価制度

について、県民の皆さまに広く知っていただくため、不動

産鑑定士による無料相談会を実施します。

【日 時】 ４月２日（金）１０：００～１６：００

【開催場所】 ふじさんめっせ 会議室兼小展示場

【開催場所】 （富士市柳島１８９－８）

【相談内容】 鑑定評価、価格、賃料、売買、交換、借地、

【開催場所】 借家、相続、贈与、その他不動産に関する

【開催場所】 こと

【申 込 み】 当日会場で受け付け

【開催場所】 （受付締切時刻 １５：３０）

【問 合 せ】 公益社団法人静岡県不動産鑑定士協会

【開催場所】 （℡０５４－２５３－６７１５）

図 書 館 だ よ り
≪新着図書のご案内≫

〈一 般〉

◎天を測る

今野 敏 著 / 講談社

◎むさぼらなかった男

◎（渋沢栄一「士魂商才」の人生秘録）

中村 彰彦 著 / 文藝春秋

〈児 童〉

◎小学生のための楽しい勉強法

石田 勝紀 監修 / 新星出版社

◎こけももむらのゆうびんやさん

よこた あきこ ぶん / 岩崎書店

◎なまはげ

池田 まき子 文 / 汐文社

【問 合 せ】 図書館（℡４２－３９７２）

「依田勉三物語」（上･中･下巻）

所蔵あります。



松崎町自主運行バス ダイヤ改正のお知らせ
４月１日から、利用の少ない便を減らすことによる経費削減を目的として、松崎町自主運行バス路線の一

部減便およびダイヤ改正を行います。今後、より地域のニーズに合わせた運行方法を検討してまいりますの

で、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

※詳細な時刻表は、４月以降に配布します。

令和３年度 松崎町自主運行バス 改正ダイヤ（松崎～小杉原線は変更なし）

○変更前 ○変更後

松崎 ～ 八木山 線 松崎 ～ 八木山 線

※松崎～八木山線は変更箇所のみ記載

松崎 ～ 池代 線 松崎 ～ 池代 線

松崎 ～ 雲見入谷 線 松崎 ～ 雲見入谷 線

【問 合 せ】 企画観光課（℡４２－３９６４）

松崎発 八木山着 八木山発 松崎着 備考

13:00 13:16 13:19 13:35

松崎発 八木山着 八木山発 松崎着 備考

13:10 13:26 13:29 13:45 ダイヤ変更

松崎発 池代着 池代発 松崎着 備考
7:12 7:35 平日

8:02 8:25

12:00 12:23 12:26 12:49

15:25 15:48 15:51 16:14

16:20 16:43 16:46 17:09

17:20 17:43

18:20 18:43 平日

松崎発 池代着 池代発 松崎着 備考

7:12 7:35
減便

12:00 12:23 12:26 12:49

15:25 15:48 15:51 16:14

減便

17:40 18:03 ダイヤ変更

減便

松崎発 雲見入谷着 雲見入谷発 松崎着 備考

6:44 7:05 通学
6:58 7:19 7:22 7:43

7:45 8:06 8:10 8:31

8:50 9:11 9:15 9:36

10:50 11:11 11:15 11:36

13:10 13:31 13:34 13:55

15:35 15:56 15:59 16:20

16:10 16:31 16:34 16:55 通学

17:15 17:36 17:39 18:00

18:15 18:36 18:39 19:00

19:15 19:36 通学

松崎発 雲見入谷着 雲見入谷発 松崎着 備考

減便
7:22 7:43 減便

7:45 8:06 8:10 8:31

8:50 9:11 9:15 9:36

11:50 12:11 12:15 12:36 ダイヤ変更

13:10 13:31 13:34 13:55

15:35 15:56 15:59 16:20

16:10 16:31 16:34 16:55 通学

17:15 17:36 17:39 18:00

18:15 18:36 減便

減便

「海上保安官」「海上保安学校学生」採用試験について
海上保安庁では、下記のとおり海上保安官（大学卒業程度）および海上保安学校学生（高等学校卒業程度）の採用試

験を実施します。

【受験申込受付期間（インターネットによる申し込み）】

○海 上 保 安 官：３月２６日（金）～４月７日（水）

○海上保安学校学生：３月２６日（金）～４月２日（金）

【採用予定人数】

○海 上 保 安 官：約３０人

○海上保安学校学生：船舶運航システム課程 約２２０人

【第１次試験日】

○海 上 保 安 官：６月６日（日）

○海上保安学校学生：５月１６日（日）

【採用予定】

○海 上 保 安 官：令和４年４月

○海上保安学校学生：令和３年１０月

【その他】

その他詳細は、人事院ホームページ（国家公務員試験採用情報ナビ）から、「海上保安官採用試験（大学卒業程度）」、

「海上保安学校学生採用試験（特別）」をご覧いただくか、下記連絡先までお問い合わせください。

【問 合 せ】 第三管区海上保安本部人事課（℡０４５－２１１－１１１８）


