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町 職 員 募 集
町では、令和５年度採用の職員を募集します。

【採用人員】

○事務職員 ２名程度 ○土木（技師） １名

○保 健 師 １名

【受験資格】

〇事務職員

平成４年４月２日以降に生まれた方で大学･短期大学

（修業年限２年以上の専門学校を含む）、高等学校

を卒業した方（卒業見込みの方を含む）

〇土木（技師）、保健師

昭和６２年４月２日以降に生まれた方で大学･短期大

学（修業年限２年以上の専門学校を含む）を卒業し

た方（卒業見込みの方を含む）

【受験手続】

申込用紙は総務課にあります。申込用紙を郵送で請求

する場合は、宛先を明記し１２０円切手を貼ったＡ４サイ

ズの入る返信用封筒を同封してください。

【受付期間】 ７月１９日（火）～８月８日（月）

【受付期間】 ※郵送の場合８月８日（月）の消印のあるもの

【試験日程】 ９月１８日（日） ※第１次試験

【試験会場】 静岡県下田総合庁舎

【問 合 せ】 総務課（℡４２－１１１１）

第３０回 街角の花コンクール
町では、今年も街角の花コンクールを実施します。

庭やプランターで花を楽しんでいる方のご応募お待ち

しております。

【応募資格】 ①松崎町内にある花壇、プランターを管理

【応募資格】 ①している家庭、事業所などであること。

【応募資格】 ②花壇、プランターは、公道から誰でも見

【応募資格】 ②ることができること。

【応募方法】 応募用紙に必要事項を記入の上、企画観

【応募資格】 光課へ提出してください（応募用紙は企

【応募資格】 画観光課に用意してありますが、ご連絡を

【応募資格】 いただければお送りします）

【賞 金】 最優秀賞 １０,０００円

【賞 金】 優 秀 賞 ７,０００円

【賞 金】 努 力 賞 ５,０００円

【賞 金】 参 加 賞 １,０００円

【募集期間】 ７月２９日（金）まで

【審 査 日】 ８月１０日（水）

【問 合 せ】 企画観光課（℡４２－３９６４）

 

 

図 書 館 だ よ り
≪新着図書のご案内≫

〈一 般〉

◎あきらめません！

垣谷 美雨 著 / 講談社

◎石礫

今野 敏 著 / 光文社

◎老いて今日も上機嫌！

石川 恭三 著 / 河出書房新社

〈児 童〉

◎プロサッカー選手は、ど田舎にいる！

山田 明 著 / 学研プラス

◎ゆるゆる怪鳥図鑑

かげまんが / 学研プラス

◎へっこきよめさま

いもと ようこ 文・絵 / 金の星社

【問 合 せ】 図書館（℡４２－３９７２）

下田署管内増加！特殊詐欺に注意！
下田警察署管内で特殊詐欺の被害は６月２０日までに

6 件、１,１７３万円の被害に遭っており、前年同時期に比

べ 3件増加しています。

息子や孫を名乗る電話で

お金を用意するよう言われたら詐欺！

・現金やキャッシュカードは他人に渡さない！

・留守番電話設定や迷惑悪質電話防止装置（防犯協

会で無料貸し出し実施中）の活用を！

詐欺から女性の暮らしを守る

「さくらセーフティー作戦」実施中！

被害に遭われた方は

６５歳以上（昭和３２年以前生まれ）の女性

独り暮らしか昼間一人で生活している人

該当している方は特に注意が必要です

【問 合 せ】 下田警察署管内防犯協会

（℡２７－２７６６）



戦没者遺児による慰霊友好親善事業 参加者募集
日本遺族会は、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています。

同事業は、厚生労働省から補助を受け実施しており、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、父等の戦

没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を実施するとともに、同地域の住民と友好親善をはかることを目的としています。

【参加費】 １０万円。付添希望者は要相談。 ※参加者の高齢化を考慮し看護師が同行します。

【日程詳細】 一般社団法人日本遺族会事務局（℡０３－３２６１－５５２１）までお願いします。

【実施地域】 （広域地域及び特定地域）

①西部ニューギニア ②トラック諸島 ③パラオ諸島 ④ボルネオ・マレー半島 ⑤マリアナ諸島

⑥東部ニューギニア ⑦ビスマーク諸島 ⑧ミャンマー・タイ ⑨ソロモン諸島 ⑩フィリピン(1次)

⑪マーシャル・ギルバート諸島 ⑫東部ニューギニア（特定地域） ⑬台湾・バシー海峡

⑭西部ニューギニア（特定地域） ⑮ミャンマー（特定地域） ⑯フィリピン（２次） ⑰中国

【申込み】 財団法人静岡県遺族会（℡０５４－２６１－７７９６）

’まつざき’であそぼ!! 2022夏
栄光玉（光る泥団子）教室

ビンで漆喰を磨くとピカピカ光る泥

団子の出来上がり！

【場 所】 伊豆の長八美術館

【期 間】 ８月１０日（水）

～８月１６日（火）

【時 間】 ９：００～１０：３０（1回のみ）

【料 金】 ひとり７００円（袋付）

【持ち物】 汚れてもいい服

※エプロン貸出

※定員５人（小学生以上）

ただし低学年は保護者同伴

※要予約（受付時間 ９：００～１７：００）

※定員に満たない場合当日予約可

【問合せ】 伊豆の長八美術館

【問合せ】 （℡４２－２５４０）

漆喰鏝絵体験教室

本物の鏝と漆喰を使って左官職人

の技術を体験しよう！

【場 所】 伊豆の長八美術館

【期 間】 ８月１０日（水）

～８月１６日（火）

【時 間】 １３：００～１４：３０（1回のみ）

【料 金】 ひとり１,０００円（袋付）

【持ち物】 汚れてもいい服

※エプロン貸出

※定員５人（小学生以上）

ただし低学年は保護者同伴

※要予約（受付時間 ９：００～１７：００）

※定員に満たない場合当日予約可

【問合せ】 伊豆の長八美術館

【問合せ】 （℡４２－２５４０）

ま ゆ玉 人 形 教 室

まゆ玉に触れ、松崎のまゆの歴

史・文化を楽しく学ぼう！

【場 所】 重要文化財岩科学校

【期 間】 ８月１０日（水）

～８月１６日（火）

【時 間】 ９：００～１５：００

【料 金】 ひとり５００円

（まゆ玉白４個・カラー２個）

【持ち物】 汚れてもいい服

※エプロン貸出

※定員４人（小学生以上）

ただし低学年は保護者同伴

※ハサミやカッターを使用します。

【問合せ】 重要文化財岩科学校

【問合せ】 （℡４２－２６７５）

捕った鮎は塩焼きにしてお召し上がりいただけます。

【場 所】 「道の駅花の三聖苑」裏の那賀川

【期 間】 令和４年８月１０日（水）～８月１６日（火）

【時 間】 １０：００～１６：００ （受付時間 １０：００～１５：００）

※雨天などによる天候不良の場合は、中止となります。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、イベントの開催を中止させていただく場合がございます。

【問合せ】 松崎町振興公社（℡４２－１８８１）

松崎町振興公社主催

【所要時間】 約４０分

【料 金】 鮎１匹５００円

【持ち物】 濡れても良い服装

【問合せ】 道の駅花の三聖苑（℡４２－３４２０）

鮎のつかみどり体験


