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まつざき
楽 しく・元 気 に・健 康 づくり

いきいき貯筋倶楽部参加者募集
【日 時】 毎月１回水曜 全１２回

【対 象 者】 初回：４月２７日（水）９：００～１１：００

【場 所】 環境改善センター 文化ホール

【講 師】 山田 明美 先生

【対 象 者】 介護認定を受けていない６５歳以上の住民

【内 容】 椅子に座っての体操、健康講話など

【内 容】 （マスク着用での運動です）

【募集人数】 ３０人

【参 加 費】 ６００円（参加人数により変更あり）

【申込期間】 ４月１日（金）から４月１１日（月）に、健康福

【対 象 者】 祉課へ電話でお申し込みください。

【そ の 他】 ・応募多数の場合は抽選となります。

【対 象 者】 ・参加可否は、４月２０日頃を目安に通知し

【対 象 者】 ・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）

図 書 館 だ よ り
≪新着図書のご案内≫

〈一 般〉

◎特許やぶりの女王（このミステリーがすごい！大賞）

南原 詠 著 / 宝島社

◎六つの村を越えて髭をなびかせる者

西條 奈加 著 / ＰＨＰ研究所

◎キテレツ城あるき

長谷川 ヨシテル 著 / 柏書房

〈児 童〉

◎キャッシュレス時代がやってきた！

〇今、身につけたい「お金」のこと

上村 協子 監修 / 汐文社

◎君色パレット

戸森 しるこ 著 / 岩崎書店

◎車いすにのったらどうなるの？

ハリエット・ブランドル 作 / ほるぷ出版

【問 合 せ】 図書館（℡４２－３９７２）

新型コロナウイルスワクチン
追加（3回目）接種について

【接種間隔の変更】

２回目接種日から

変更前 →「８カ月以上」

変更後 →「６カ月以上」

※必ず接種券を開封して、

予診票、接種済証の接

日種を確認してくださ

い。通知文を見て、

６カ月上以経過した日をご予約ください。

※集団接種は３月末で終了予定です。

４月以降は、医療機関の個別接種のみになります。

【新型コロナウイルスに感染した方の追加接種】

症状が快復し自宅療養期間が終了してから、３カ月

を空けて接種をしてください。

【問 合 せ】 健康福祉課（℡４２－３９６６）

接種券のこの部分は

変更前の接種可能日です

資源ごみの分別方法について
資源ごみの分別方法について、下記の点に注意して出

してください。

□ペットフードの缶や缶詰などの容器は、洗って「缶」で

出してください。

□缶詰などの蓋は、洗って「金属くず」で出してくださ

い。

□ペットボトルのネットの中にビン・電池を入れるなど、

分別品目以外のものを混ぜて出さないでください。

□雑誌は、紙ひもで縛って出してください。

カタログを包装しているビニールなどは、混入しない

でください。

□必ず地区で決めた時間までに出してください。

収集後に空の容器があるからと

いって、出すのはやめてください。

【問 合 せ】

クリーンピア松崎（℡４５－０６０２）

生活環境課（℡４２－３９６９）



令和４年度
海上保安官採用試験の実施

海上保安庁では、下記のとおり海上保安大学校学生お

よび海上保安学校学生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）】

○海上保安学校（特別）

〇３月１８日（金）～３月２５日（金）

○海上保安大学校(初任科)

〇３月１８日（金）～４月４日（月)

【試 験 日】

○海上保安学校（特別）

第１次試験 ５月１５日（日）

○海上保安大学校（初任科）

第１次試験 ６月５日（日）

【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、「海上保安学校学生採用試験」または

「海上保安大学校学生採用試験」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。

○人事院ホームページ○https://www.jinji.go.jp

【問 合 せ】 第三管区海上保安本部人事課

【問 合 せ】 （℡０４５－２１１－１１１８）

国税専門官 採用試験
【受験資格】

①平成４年４月２日～平成１３年４月１日生まれの方

②平成１３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５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１８日（金）９：００～４月４日（月）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５日（日）

○第２次試験：７月４日（月）～７月１５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）

ひとりで下校するときが危ない!!
昨年警察に通報のあった「子どもに対する声掛け事案

などの不審者情報」は県内で１５３０件あり、そのうち下田

警察署管内では１１件の通報がありました。

子どもが不審者に声を掛けられるときの多くは、１人で

下校しているときです。お子さまのいるご家庭は、ランドセ

ルに防犯ブザーを付け､しっかり音が鳴るか確認しましょ

う｡春休み期間はネックストラップを使って身に着けたり、バ

ッグなどの鳴らしやすい場所に取り付けるようにしましょう｡

覚えよう！防犯標語【イカのおすし】

いか 知らない人にはついていかない

の 知らない人の車にのらない

お 「助けて！」とおおきい声を出す

す 怖かったら大人のいる方にすぐ逃げる

し どんな人が何をしたか家の人にしらせる

【問 合 せ】 下田警察署管内防犯協会（２７）２７６６

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。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によって

は、開催を取り止める場合があります。

【日 時】 ４月１日（金）１０：００～１６：００

【開催場所】 富士市交流センター ２階会議室１

【開催場所】 （富士市富士町２０－１）

【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）

岩科重文まつりの中止について
４月に開催を予定しておりました岩科重文まつりは、新

型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止することとしま

した。

ご来場される方々の健康と安全を最優先に考えた措置

ですので、ご理解のほどお願いいたします。

【問 合 せ】 企画観光課（℡４２－３９６４）

静 岡 県 警 察 官 募 集
令和５年４月採用予定の警察官Ａ（大学卒業または卒業

見込み）を募集します。

募集の詳細については、下田警察署またはお近くの交

番・駐在所までお問い合わせください。

【申込受付】 ３月１日（火）～４月５日（火）

【試 験 日】 第１次試験 ５月８日（日）

【問 合 せ】 下田警察署 警務課

【問 合 せ】 （℡２７－０１１０ ※内線５３０－２１）

※「スマホ１台で申し込み可能」

※詳細は静岡県警ホームページをご覧ください。


