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「玖珠町介護者の会」を開催します
　玖珠町介護者の会は、在宅で介護をしている家族の方々が交流し、悩みや日々の介護について話し合うこ
とにより、心身の負担を軽減し、また介護者同士のつながりをもつことで、みんなでよりよい介護をするこ
とを目的として開催しています。一緒にお話してみませんか。お気軽にご参加ください。お待ちしています。

対象者：在宅で介護をしている方
日　時：２月25日（金）　午前10時～ 11時30分
場　所：八幡自治会館　和室

問 福祉保険課　高齢者支援班　☎（72）1115

シリーズ【 防 災 】40 問 基地･防災対策課　基地防災班  ☎(72)1891

「火災」 もしもの時に備えて
　今年度、玖珠町での火災は６件（12月31日現在）発生しており、昨年度の年間火災
発生件数と同じです。乾燥する冬のシーズンの中でも、九州は１月～２月がもっとも
乾燥しやすいと言われています。
　○風の強い日、空気の乾燥している日は、たき火、火入れをしないでください。
　○枯れ草など、燃えやすいもののそばで、たき火はしないでください。
　○消火用具（水バケツなど）を用意し、焼却している間は、その場を離れないでください。
　○焼却後は完全に消化してください。
　もし、自宅や近隣などで火災が起きたら、決して一人で消せるだろうと考えず、隣近所に火事を知らせ、
速やかに119番通報をしましょう！
　また、初期消火で火事を消せなかったら、素早く避難することが重要です。

初期消火の３原則

○「火事だ」と大声を出し、隣近所に救助を求める。
　声が出なければ、やかんなどを叩き、異変を知らせる。
○ 小さな火でも119番に通報する。当事者は消火に当たり、近くの人に通報を頼む。

１　早く知らせる

○出火から３分以内が消火できる限度
○水や消火器だけで消そうと思わず、座布団で火を叩く、毛布で覆うなど手近なものを活用する。

２　早く消火する

○天井に火が燃え移った場合は、速やかに避難する。
○避難するときは、煙を吸わないように、鼻と口を服やハンカチでふさぎながら避難する。

３　早く逃げる

■火元別 初期消火のコツ
油なべ 水をかけるのは厳禁。消火器がなければ、ぬらしたタオルをかぶせる。
ストーブ 消火器は直接火元に向けて噴射する。石油ストーブの場合は粉末消火器で。
衣類 着衣に火がついたら転げまわって消すのも方法。
電気製品 いきなり水をかけると感電の危険が。まずコードをコンセントから抜いて消火を。
カーテン・ふすま 引きちぎり蹴り倒して火元を天井から遠ざけ、その上で消火を。

ボウサイくん
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シリーズ【障がい福祉】81 問 福祉保険課　福祉班  ☎（72）1115

【障がい福祉事業所活動紹介】 － わ～くす・たんぽぽ／どり～む・たんぽぽ －
就労継続支援Ｂ型（わ～くす・たんぽぽ）や、生活介護（どり～む・たんぽぽ）を提供している「（社福）すぎの

こ村」では、競輪・オートレースの振興を行う（公財）ＪＫＡの補助事業を活用し、車いすに対応したスロープ
式の福祉車両を新たに導入しました。

車いすのまま車両への乗り降りや移動ができるため、利用者・支援者それぞれの負担軽減や、安心・安全
な送迎利用に繋がっています。

外出レクなどの行事は新型コロナウイルス感染予防のため控えている状況ですが、今後も車両の利用の幅
を広げていき、障がい福祉のより一層の向上を目指します。

新たに導入したスロープ式福祉車両 リフトアップ式の福祉車両も活躍中

国民年金保険料の納付は口座振替が便利でお得です
　国民年金保険料の納付は、口座振替が便利です。口座振替は、現金納付よりも割引額が大きい６カ月前納・
１年前納・２年前納や、月々 50円割引となる早割があります。
　口座振替を希望される方は、預貯金口座をお持ちの金融機関、または年金事務所へ「国民年金保険料口座振
替納付（変更）申出書」をご提出ください。
　申出書は、役場福祉保険課または年金事務所の窓口に備え付けています。なお、口座振替のお申し込みには、
基礎年金番号の記入が必要です。納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印をご準備の上、申出書をご
提出ください。

問 日田年金事務所　☎ 0973（22）6174 
※自動音声案内に沿ってダイヤル②を押し、次の案内でダイヤル②を押すと受付窓口につながります。

振替方法 振替日など 保険料割引※ 申込み期限

① ２年前納 ４月分から翌々年３月分までの保険料を
４月末日に振替 割引あり 毎年２月末日

② １年前納 ４月分から翌年３月分までの保険料を
４月末日に振替 割引あり 毎年２月末日

③ ６か月前納
４月分から９月分までの保険料を４月末日、
10月分から翌年３月分までの保険料を
10月末日に振替

割引あり

・４月末日振替…
　　毎年２月末日
・10 月末日振替…
　　毎年８月末日

④ 毎月納付
（早割） 毎月末日に当月分の保険料を振替 割引あり

⑤ 毎月納付 毎月末日に前月分の保険料を振替 割引なし 　　　　　

〈口座振替の種類〉

※保険料割引額は、振替方法により異なります。
※振替日が休日の場合は翌営業日に振替されます。
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アスリートと考える「スポーツ×食育」セミナー
～動ける身体は食事から～

後期高齢者医療保険　高額介護合算療養費のお知らせを送付します

75歳以上の方にマイナンバーカード交付申請書を送付します

　“玖珠町住民が創る「くす町魅力化向上」事業”の一環として、スポーツ
援農事業推進委員会が主催するセミナーが開催されます。
　金メダリストの岩崎恭子さんと、栄養士の濱田美紀さんが、「動ける
身体は食事から」と題し、スポーツと食を結ぶことの重要性について講
演を行います。
　ぜひご来場ください。
　　日　　時：2月23日（水・祝）　午後2時～ 3時
　　場　　所：くすまちメルサンホール
　　定　　員：350人
　　申込期限：2月20日（日）

〈申込方法〉
　右のＱＲコードを読み取り、リンク先の申込フォーム
に必要事項の入力をお願いします。必要事項を入力後、
送信ボタンを押し、入力されたアドレスにメールが届い
たら申し込みの完了となります。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により中止になる場合があります。

　◎高額介護合算療養費： 毎年８月から翌年７月までの１年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額
の合計額が基準額を超えた場合に、その超えた額が戻ってくる制度

　◎送付時期：令和４年２月初旬
　　※大分県後期高齢者医療制度の被保険者で対象の方にお知らせの文書と支給申請書を送付します。
　◎申請方法：支給申請書に必要事項を記入し、役場福祉保険課保険年金班で手続きをしてください。

　【申請に必要な書類】
　支給申請書、お知らせの文書、通帳など（口座情報が確認できるもの）、後期高齢者医療被保険者証、介護
保険被保険者証、マイナンバーカードなど（マイナンバーを確認できるもの）
　※申請者（代理人を含む）の身元確認ができるもの（運転免許証など）

　75歳以上でマイナンバーカードを持っていない方へ、マイナンバーカードの交付申請書を送付します。発
送は大分県後期高齢者医療広域連合から２月下旬頃に送付する予定です。
　マイナンバーカードに関するお問い合わせは、送付するマイナンバーカード交付申請書に記載されたお問
い合わせ専用コールセンターの電話番号にお願いします。
　この機会にぜひマイナンバーカードの取得をお願いします。

問 セミナーに関すること　　　　日本スポーツSDGs協会　☎ 080（3426）5772（担当：秦）
平日　午前９時30分～午後６時

玖珠町住民が創る「くす町魅力化向上」事業に関すること　企画商工観光課　企画・SDGs推進班
☎（72）1151

問 福祉保険課　保険年金班　☎（72）1115
大分県後期高齢者医療広域連合　☎ 097（534）1771

問 大分県後期高齢者医療広域連合（専用コールセンター）
☎（0120）078441
対応期間：２月25日（金）～３月31日（木）
対応時間：午前８時30分～午後５時（土日祝日除く）

岩崎　恭子さん
バルセロナ五
輪　 競 泳 女 子
200ｍ 平 泳 ぎ　
金メダリスト

〈講師〉

濱田　美紀さん
（公社）日本栄
養 士 会　 栄 養
ケ ア・ ス テ ー
ション事業推
進委員



広報くす  2022.2.123

町営住宅　入居者募集

県営住宅　入居者募集

　令和４年度前期分の町営住宅一般入居者を募集します。
　この募集により、公開抽選で入居順位を決定し、空き家が生じた場合に入居できることになります。

募集期間：２月14日（月）～２月28日（月）※土日祝日を除く
抽 選 日：３月18日（金）午後７時～　役場３階　大会議室
有効期間：令和４年４月１日～令和４年９月30日（前期分）
申込方法：募集期間内に申込書に必要書類を添えて、建設水道課まで提出してください。

申 込 期 間：２月７日（月）～２月10日（木）
申 込 方 法：玖珠町役場 建設水道課管理班に備付けの申込用紙で申込み
申 込 受 付 場 所：玖珠町役場 建設水道課管理班
公開抽選日など：２月17日（木）　午前10時　玖珠町役場　２階　202会議室

入居資格
①特に住宅に困っている方（持ち家のある方は申込み不可）
② 町県民税の滞納がなく、これまでに町・県営住宅の明渡請求を受けたことが

ない方
③収入が基準額を超えない方
※既に公営住宅に入居している方や、暴力団員の方の申込みはできません。

問 大分県住宅供給公社日田駐在所(日田土木事務所内)　☎ 0973（23）2480

町営住宅とは
　住宅に困窮されている低額所得者
の方に対して賃貸する住宅

応募資格
　入居対象者は、１～５の全ての要件を満たす
方です
　１ 現在、住宅に困窮している方
　２ 収入の基準に適合する方
　３ 同居する親族がある方
　　 単身者は60歳以上の方など
　４ 県民税または町税を滞納していない方
　５ 暴力団員ではない方

※ 入居資格や申し込み書類などの詳細は、お問
い合わせください。

問 建設水道課　管理班　☎（72）7163

申し込みに必要な書類
１ 申込者全員必ず提出していただく書類
　①入居申込書　②所得証明書　③完納証明書
　（ ①：玖珠町ホームページから印刷、または建設水道

課で配布します）
　（ ②③：玖珠町で取得できる方は、建設水道課で様式

を配付します）
２ 該当する方のみ提出していただく書類　
　〇住民票（町外者など）
　〇戸籍謄本（単身者、ひとり親家庭など）
　〇その他、該当する方は、別途必要な書類があります。
　※同一世帯以外の方は委任状が必要です。
　※証明書などの発行の際は手数料が必要です。

地区 住宅名 空家戸数 摘　　　　要

玖珠 塚脇 １戸 一般向け ３ＤＫ ２階

玖珠 塚脇 ２戸 一般向け ３ＤＫ ３階

募集する住宅

玖珠町HP
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点訳・音訳ボランティア養成講習会
　視覚に障がいのある方のために、活字で書かれている書籍や新聞などの内容を、点字や音声にして伝える「点
訳・音訳ボランティア」の養成講習会が開催されます。受講料は無料です。
　玖珠町にも、音訳ボランティアとして協力し、活躍している方がいます。詳しくは町ホームページをご覧
いただくか、下記までお問い合わせください。

応 募 条 件：１ 原則として講習会を毎回受講できる方
　　　　　　　２ パソコンをお持ちで簡単な操作のできる方
　　　　　　　３ 講習会終了後はボランティアとして継続して点字図書・録音図書の製作などに協力できる方
講習会の期間：令和４年４月から令和５年３月の１年間（延べ40回程度）
場　　　　所：大分県点字図書館　大分県盲人福祉センター２階（大分市）
応 募 期 限：３月15日（火）必着

ハンセン病元患者のご家族に補償金を支給しています
　「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給などに関する法律」に基づき、対象となるハンセン病元患者
のご家族の皆様に、国から補償金が支給されます。
　補償金の請求書の提出や請求に関するご相談は、下記の【厚生労働省補償金担当窓口】にご連絡ください。

【厚生労働省　補償金担当窓口】
　☎ 03（3595）2262
　メールアドレス　hosyoukin@mhlw.go.jp
　受付時間：月曜日～金曜日（土日祝日、年末年始を除く）　午前10時～午後４時
　詳しい補償金制度は、厚生労働省または大分県のホームページで、ご確認いただけます。

問 大分県健康づくり支援課　☎ 097（506）2665

問 社会福祉法人大分県盲人協会　大分県点字図書館
☎ 097（538）0399
FAX 097（538）0537

 oita-kenmou.tenjitoshokan@mbr.nifty.com

自死遺族のつどい
　ご遺族が少しでもこころの安らぎを取り戻してい
ただくことを願いつどいを開催します。ご参加をお
待ちしています。
対　　象：大切な方を自死で亡くされたご遺族
日　　時：３月３日（木）　午後２時～４時
　　　　　受付　午後１時30分～
参 加 料：無料（事前に申し込みが必要）
場　　所：大分県こころとからだの相談支援センター
　　　　　（大分市）
申込締切：２月24日（木）
※来所時は体調確認とマスク着用をお願いします。
　 新型コロナウイルス感染症拡大状況により、中止

する場合があります。
【申・問】大分県こころとからだの相談支援センター
　　　　☎ 097（541）6290

マイナンバーカード時間外窓口（予約制）
マイナンバーカードの時間外窓口を下記のとおり

開設します。日中は仕事で来庁できない方など、ぜ
ひこの機会をご利用ください。
手続内容： カードの申請、受取り、更新などマイナ

ンバーカードに関すること全般
開 設 日：２月８日（火）、24日（木）
　　　　　３月８日（火）、24日（木）
時　　間：午後５時～７時
場　　所：玖珠町役場住民課窓口
予約方法：電話またはオンライン
　　　　　（前日までに予約）
オンラインでの予約はここから⇒

問 住民課　総合窓口班　☎（72）1113

予約フォーム

玖珠町HP
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※各種相談の際は、マスクの着用をお願いします。

２月は「相続登記はお済ですか月間」
期　　間：２月１日（火）～２月28日（月）
　　　　　午前９時～午後４時（土日祝日は休み）
相談窓口：各司法書士事務所
相談内容： 遺産分割、遺言、相続分など相続に関す

る問題と登記手続き（相談は無料です）
問 大分県司法書士会

☎ 097（532）7579

大分県立日田高等技術専門校
令和４年度訓練生募集（一般中期）
募集内容

〈オフィスビジネス科〉
　内　容： コンピューターの基礎知識と応用技術及

びワープロ、簿記、会計などの事務処理
について習得

　定　員：20人
　対象者： 令和４年４月１日現在18歳～ 39歳の方、

離転職者など、新規高等学校卒業予定者
〈ガーデンエクステリア科〉
　内　容： 庭園及び公園の築造を中心に緑地管理、

樹木のせん定、花き園芸及びガーデニン
グなどについて習得

　定　員：20人
　対象者： 離転職者など、新規高等学校卒業予定者
※授業料はどちらも無料(教科書などの実費が必要)
募集日程
　申込期間：２月16日（水）～３月10日（木）
　入校試験：３月13日（日）
入校日
　令和４年４月７日（木）
問 大分県立日田高等技術専門校

☎ 0973（22）0789

訓練コース説明会参加者募集
　再就職を目指す、求職者のみなさん！
　職業訓練施設を見学して、あなたにぴったりな訓
練コースを見つけてみませんか。
開催日時：２月15日（火）
　　　　　午後１時30分～４時30分
場　　所： ポリテクセンター大分（日豊本線JR鶴崎

駅から徒歩10分）
申込をご希望の方は、お問い合わせください。
問 ポリテクセンター大分

大分市皆春1483－１
☎ 097（529）8615（受講者係）

「令和３年の火災・救急件数」
　令和３年中に玖珠町内で発生した火
災件数は９件で、前年と比較すると３
件の増加となっています。

　これから春先にかけて空気が乾燥し、火災が発生
しやすくなります。火の取扱いには十分注意してく
ださい。
　《火災種別》
　　・建物火災　　　　　　　３件
　　・車両火災　　　　　　　３件
　　・林野火災　　　　　　　３件
　
　玖珠町内の救急出動件数は716件で、667名を搬
送しています。前年と比較すると23件増加し、搬
送人員も７名の増加となっています。
　一日の平均出動件数は約２件となります。
　《救急種別》
　　・急　病 423件
　　・一般負傷 97件
　　・交通事故 43件
　　・転院搬送 127件
　　・その他 26件
※火災・救急件数は、速報値になります。
　　　
問 玖珠消防署　警防係　☎（72）2141

大分県立大分高等技術専門校
令和４年度入校生募集（一般後期）
　募集科目（科名、定員、訓練期間）

対 象 者： 高等学校を卒業（見込者を含む）またはこ
れと同等以上の学力を有すると認められ
る方

　　　　　 ※令和４年４月１日現在18歳～ 39歳以
下の方に限ります。

授 業 料： 無料（入学時に教科書、実習服などの実
費が必要）

申込期間：２月16日（水）
　　　　　～３月10日（木）
入校試験：３月13日（日）
問 大分県立大分高等技術専門校

☎ 097（542）3411

科　名 定　員 訓練期間
メカトロニクス科

20人

２年
電気設備科 １年
自動車整備科 １年
木造建築科 １年
空調配管システム科 １年

こちら
119番

学校HP
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※各種相談の際は、マスクの着用をお願いします。

在宅障がい者相談会
〈身体・知的・児童の相談〉障がい種別を問わず、
障がい者に関すること
開催日：２月14日（月）・28日（月）
時　間：午後１時30分～３時
場　所：くすまちメルサンホール
相談員：すぎのこ村「Beeすけっと」職員
問 すぎのこ村「Beeすけっと」　☎ 0973（23）7897

〈精神障がいの相談〉精神障がい者に関すること
開催日：２月４日（金）・18日（金）
　　　　３月４日（金）
時　間：午前10時30分～正午
場　所：くすまちメルサンホール
相談員：地域生活支援センター「はぎの」職員
問 地域生活支援センター「はぎの」　☎（78）8882

行政書士無料相談会
　相続、遺言、農地転用、許認可申請、技能実習な
ど外国人雇用、生活及び老後の心配ごとなどの相談
に応じます。
　※紛争の恐れのない範囲での相談になります。
日　時：２月17日（木）　午後１時～３時
場　所：玖珠町役場　２階　202会議室
問 総務課　行政班　☎（72）1111

大分県行政書士会日田支部会
☎ 090（8289）4664

無料法律相談
　予約制です。お早目に予約をお願いします。
相談日：２月16日（水）
　　　　午後１時30分～４時30分
場　所：玖珠町老人福祉センター　相談室
相談員：一木法律事務所　一木　俊廣
問 ふれあい総合相談センター　☎（72）5001

遺言等無料公証相談
日　　時：平日　午前９時～正午、午後１時～５時
　　　　　※電話で事前受付けが必要です。
場　　所：日田公証役場（日田市）
相談担当：日田公証役場公証人
相談内容
① 遺言、財産管理、土地・建物の賃貸借・売買、金

銭賃借、尊厳死宣言などの公正証書の作成に関す
る相談

②会社定款や契約書類の認証などに関する相談
③相続問題に関する法律相談
問 日田公証役場　☎ 0973（24）6751

年金相談
日　　　時：２月16日（水）　午前10時～午後３時
場　　　所：玖珠町役場　２階　202会議室
相談担当者：日田年金事務所職員
※前日までの予約が必要です。
問 日田年金事務所

☎ 0973（22）6174
※ 自動音声案内に従いダイヤル①を押し、次の

案内でダイヤル②を押すと受付窓口につなが
ります。

消費者トラブルに関する出張相談
　専門の消費生活相談員による、悪質商法、架空請
求、多重債務など、身近な消費者トラブルの出張相
談を開催します。
日　時：２月22日（火）　午前10時～午後４時
場　所：玖珠町役場　２階　202会議室
問 企画商工観光課　観光振興班　☎（72）7153

日田市消費生活センター　☎ 0973（22）9393

精神保健福祉相談（こころの相談）
　うつ病や認知症などの本人や家族などに対する専
門医による医療相談です。
日　時：２月10日（木）　午後２時～
場　所：玖珠総合庁舎　３階小会議室 ※要予約
問 大分県西部保健所 地域保健課

☎ 0973（23）3133

人権なんでも相談所
日　　　時：２月17日（木）　午前10時～午後３時
場　　　所：くすまちメルサンホール　１階　研修室
相談担当者　人権擁護委員
問 人権確立・部落差別解消推進課

☎（72）1112

行政相談会　
　「困ったら一人で悩まず行政相談」
　行政のしくみや手続きに関することで、困りごと
はありませんか？行政相談委員は身近な相談相手で
す。お気軽にご相談ください。
日　　　時：２月14日（月）　午前９時～正午
場　　　所：くすまちメルサンホール　１階　研修室
相談担当者：行政相談委員　藤野　哲郎さん
問 総務課　行政班　☎（72）1111
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●第2分別
（ガラス・陶磁器類・乾電池・蛍光管・電球など）
17日（木）山浦・小田・北山田地区
　　　　（四日市・十の釣を含む）
24日（木）日出生・八幡・古後地区
　　　　（池の原団地・井の尻を含む）
●第3分別
（金属類・電気製品・飲料用以外の缶など）
  3日（木）玖珠地区
●第4分別
（発泡スチロール・食品トレイ・弁当ガラなど）
  4日（金）森南部・北部地区
11日（金）玖珠地区
18日（金）山浦・小田・北山田地区
　　　　（四日市・十の釣を含む）
25日（金）日出生・八幡・古後地区
　　　　（池の原団地・井の尻を含む）
●古紙回収
（新聞紙・ダンボール・本・雑誌・その他紙類など）
  5日（土）八幡・古後地区
　　　　（池の原団地・井の尻を含む）
12日（土）森・日出生地区（十の釣を含む）
19日（土）玖珠・小田地区
26日（土）北山田・山浦地区（四日市を含む）

２月のごみ出しカレンダー

ねこの引き取りなどに関する相談は、
大分県西部保健所衛生課まで
お問い合わせください。
☎ 0973（23）3133

固定資産税：４期（２月分）
国民健康保険税：11期（２月分）
介護保険料：11期（２月分）
後期高齢者医療保険料：８期（２月分）
　　納　期　限　２月28日（月）
　※口座振替日　２月28日（月）
問 税務課　納税班　☎（72）1114

　農地の売買・賃借・転用許可申請を行う方は、
受付締切日までに申請書を提出してください。
　申請書受付期間
　　　２月22日（火）～28日（月）
　開催日時
　　　３月14日（月）　午後１時30分
問 農業委員会事務局　☎（72）1175

※演習場内は、許可（放牧・採草）を受けている方以外は、立入禁止です。　
※色付けされた日付は、比較的大きな音がしますのでご了承ください。

2 月の日曜・休日当番医と当番歯科
２月６日（日）
玖珠記念病院
またけ歯科クリニック

塚脇
日田

0973-72-1127
0973-28-7688

２月 11 日（金・祝）
麻生消化器科内科
中村歯科医院

山田
日田

9773-72-7100
0973-23-2228

２月 13 日（日）
友成医院
玉井歯科医院

九重町田
九重恵良

0973-78-8811
0973-76-2018

２月 23 日（水・祝）
三池循環器内科クリニック
石松朗歯科医院

塚脇
日田

0973-72-6101
0973-24-3718

３月６日（日）
小中病院
吉武歯科医院

塚脇
帆足

0973-72-2167
0973-72-0615

２月 20 日（日）
井上医院
はたの歯科医院

九重恵良
日田

0973-76-2711
0973-22-7736

２月 27 日（日）
友成医院
伊藤歯科医院

塚脇
日田

0973-72-0330
0973-24-5700

２月の実弾射撃 （危険ですから立入らないでください）

実施日
（　）は予備日

立入禁止時間 使用弾着地など
（　）は予備

訓練区分
（　）は予備自 至

１～４ 0000 2400 全域 演習

５～６ 0000 2400 全域 演習、防火帯工事、
弾着地野焼き

７～８ 0700 2100 第２弾着地 射撃

９～ 10 0600 2000 第１弾着地 射撃

11 ～ 13 0000 2400 全域 防火帯工事、
（弾着地野焼き）

14 0600 2000 第１・２弾着地 射撃

15 0600 2100 第１・２弾着地 射撃

16 0600 2000 坂山、第１・２弾着地 爆破、射撃

17 0600 2100 坂山、第１・２弾着地 爆破、射撃

18 0600 2100 第（１）・２弾着地 射撃

19 ～ 20 0000 2400 全域 防火帯工事

22 0600 1700 第１弾着地、仲畑山 射撃、爆破

23 0700 2000 第１・２弾着地 射撃

24 0600 2000 第１・２弾着地 射撃

（25） 0600 2000（第１・２弾着地） （射撃）

26 0000 2400 全域 防火帯工事

27 0000 2400 全域、（第２弾着地）防火帯工事、（射撃）

28 0600 1700 第２弾着地 射撃


