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中央公民館主催教室として、夏休みを利用した、
「星空観察＆ストラップ作り教室」を開催します。
夏の大三角形（こと座、はくちょう座、わし座）やさそり座など、夏の星座や天の川を見ることができます。
大きな天体望遠鏡で宇宙に広がる星の観察をしませんか？
星空観察の前にオリジナルの貝がらストラップ作り教室も開催します！
講師の安藤さんは館山市内でただひとり、星に名前をつけた星博士。
安藤さんから海の話、貝の話、星の話がいろいろ聞けますので、ぜひ、ご参加ください。
◇日

時

７月２３日（木） １８：００〜２１：００ ※雨天・曇天決行

◇場

所

中央公民館・中央公民館敷地

◇対

象

小学生とその家族

◇定

員

３０組（先着順）

◇参 加 費 １人３００円（ストラップ材料費）
◇講

師

館山天文クラブ

安藤 智氏

◇申込期間 ７月１日（水）〜

※定員になり次第締め切ります。

◇持 ち 物 レジャーシート、懐中電灯、虫除けスプレー、筆記用具
◇申込み・問合せ先

教育委員会 生涯学習室 ℡５５−２１２０

町では、ふるさと納税として「鋸南町豊かなまちづくり基金」事業を行っています。
今年１月より、寄付をくださった方に特典品の贈呈を始めたところ、寄付の件数、金額が大幅に増加しまし
た。特に町外からの申し込みが多く、鋸南町を多くの方に知っていただくきっかけにもなっています。
現在、１０種類の特典品が用意されていますが、特典品の種類の増加、事業の拡大を目指し、協力事業者を
次のとおり募集します。
なお、現在登録されている特典品を優先しますので、調整をさせていただくことがあります。
◇寄付申込状況
特典品贈呈前（平成２６年４月〜平成２７年１月）
特典品贈呈後（平成２７年１月〜４月末）

３２件

２，４０４，６６２円

５０１件

６，８６６，２３１円

◇現在登録されている特典品例
・お米

・房州びわ

・干物詰合せ ・はちみつ

・見返り美人箸、箸置きセット

・焼菓子詰合せ

・ブーゲンビレア（花）

・手打そば体験（旬の野菜天ぷら付）

◇募集するお礼の品
町内で栽培、製造、加工、販売、サービス等が行われているもので、
次のいずれかの要件に該当するもの
①鋸南町の特産品として広く認められているもの
②鋸南町の魅力を「体験できる」
「懐かしんでいただける」もの
③その他、鋸南町のＰＲにつながる商品やサービス
◇ご提供いただく商品の価格 ４，０００円相当（商品代及び送料は町が負担）
◇応募締切 ７月３１日（金）※応募方法等はお問い合わせください。
◇問合せ先 総務企画課 企画財政室 ℡５５−４８０１

1

登録されている特典品の一例
（ブーゲンビレア）

暮らしの情報館

規模を拡大したい担い手に貸し付ける農業振興地域内の農地を探しています。農業からのリタイアを考えて
いる、相続した農地の管理に困っている、水田をやめて畑に専念したいなどで、貸したい農地がある方は、農
地のある市町村または公益社団法人千葉県園芸協会（農地中間管理機構）にご相談ください。機構が農地の受
け手を探します。また、賃料の徴収、支払いは機構が行います。
希望する受け手がいる場合もご相談ください。
地域の農地の一定割合（２割以上）を、機構に貸す場合や個人が一定の要件を満たす場合、協力金の交付が
受けられます。
（別途町に申請が必要）

農地中間管理事業の仕組み（農業振興地域の農地などに限ります）
農地を貸したいなぁ

農地中間管理機構
（公社 千葉県園芸協会）

規模拡大しよう！

①農地を借り受けます
②担い手がまとまりのある形で農地を利用で
きるよう配慮して貸し付けます
③必要に応じて、農地の利用条件を改善します

出し手

受け手

○協力金の内容
①地域集積協力金 集落などの土地をまとめて（２割以上）機構へ貸した場合・・２〜３．６万円／１０ａ
②経営転換協力金 離農または畑に専念するため水田等の部門をやめ、その農地を機構へ貸した場合・・
３０〜７０万円／戸
③耕作者集積協力金

連続する２筆以上の農地などを機構へ貸した場合・・２万円／１０ａ

◇問合せ先 地域振興課 地域整備室 ℡５５−４８０５
千葉県園芸協会農地部

℡０４３−２２３−３０１１

千葉県警察では、犯罪や交通事故の被害に遭った被害者やご遺族・ご家族に対し、次の相談窓口を設け、被害
の相談や精神的な悩みなどの相談に応じています。
相談窓口
相談サポートコーナー
女性被害１１０番

連絡先
０４３−２２７−９１１０
（プッシュ・携帯「＃９１１０」 ）
０４３−２２３−０１１０

受付時間
平日
８：３０〜
１７：１５

少年センター
（ヤング・テレホン）

０１２０−７８３４９７

平日
９：００〜
１７：００

女性相談所

０１２０−０４８２２４
tekkeisoudan@police.pref.chiba.jp

２４時間

暴力団相談
（公益社団法人千葉県暴

平日
９：００〜
１６：００
平日
１０：００〜
１６：００

０４３−２５４−８９３０

力団追放県民会議）

公益社団法人千葉犯罪
被害者支援センター
◇問合せ先 館山警察署

０４３−２２５−５４５０
℡２３−０１１０

２

相談内容等
犯罪被害や事故に関する相談
警察全般の活動に関する相談
女性被害者の困りごとや悩み
ごと相談
少年に関する非行、家庭内暴
力、犯罪被害、交友関係などの
相談
電車や駅構内での痴漢、いやが
らせの被害に関する相談
暴力団に関する困りごと相談

犯罪や事故に遭われた被害者、
ご遺族、ご家族の方の相談

暮らしの情報館

「社会を明るくする運動」は、国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、そ
れぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
７月を 社会を明るくする運動 〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ〜強調月間として、
意識の高揚と啓発を中心に、全国規模で運動が展開されます。
町では、白石町長を委員長とし、保護司会、更生保護女性会、社会福祉協議会で推進委員会を組織して、広
報車による町内巡回広報活動の実施や街頭キャンペーンを行い、少年の非行防止等の啓発を予定しています。
◇問合せ先 税務住民課 住民保険室 ℡５５−２１１２

千葉県弁護士会では、借金問題でお困りの方を対象
にクレジットサラ金無料相談を実施しています。

千葉県道路公社が管理運営する次の有料道路が、
全車種終日無料となります。

◇日

時

担当弁護士との相談で決められます。

◇対象路線 ７路線

◇場

所

担当弁護士の事務所

鴨川有料道路、東総有料道路、千葉外房有料道路、

◇対

象

借金問題でお困りの方

東金九十九里有料道路、九十九里有料道路、

◇料

金

初回無料（３０分）

利根かもめ大橋有料道路、銚子連絡道路

◇申込方法 電話でお申し込みください。

房総スカイライン有料道路は、無料通行措置を実

◇受付時間 平日１０：００〜１１：３０
１３：００〜１６：００

施中です。各路線の詳細は、道路公社ホームページ

◇申込み・問合せ先

をご覧ください。

千葉県弁護士会

◇問合せ先 県道路計画課

℡０４３−２２７−８５８１

℡０４３−２２３−３２９５

安房地域医療センターでは、食と健康をテーマに減
塩食の試食会や医師による塩分と病気についての講
７月１１日（土）は、勝山地区祭礼が行われます。

座を次のとおり開催します。

役場に屋台が一堂に集まり、合同祭礼（年番引継ぎ

◇日

時

７月５日（日） ９：００〜１２：００

式 １８：４５〜１９：１５）が行われますので、お

◇場

所

安房地域医療センター第２・３会議室

誘い合わせのうえご来場ください。

◇定

員

２０人（定員を超えた場合は抽選）

◇費

用

５００円

役場およびその周辺地域では、神輿、御船、屋台
の引きまわしが行われます。通行の妨げになるとと

◇申込期間

もに危険ですので、前日および当日は周辺の路上に

◇申込み・問合せ先

車両を駐車しないようお願いします。

安房地域医療センター総務課

勝山地区合同祭礼役員会

■自衛官候補生

６月２７日（土）まで

℡２５−５１１１（平日１３：００〜１７：００）

■一般曹候補生
陸上、海上、航空自衛隊の曹の自衛官を養成します。

入隊から３ヶ月後、２等陸・海・空士自衛官
になる最も一般的なコースです。

◇応募資格 １８歳以上２７歳未満の人

◇応募資格 １８歳以上２７歳未満の人

◇受付期間 ８月 1 日（土）〜９月８日（火）

◇受付期間 年間を通じて行っています。
◇試
験 受付時にお知らせします。

◇試

◇問合せ先 自衛隊千葉地方協力本部館山分駐所

験

９月１８日（金）
、９月１９日（土）
のうち指定する 1 日

℡０９０−９９５８−８８５１

３

暮らしの情報館

次回は、７月１日（水）です。

千葉県税理士会館山支部では、予約制の無料税金

◇回収場所 各地区の指定回収場所

相談会を開催します。

◇回収品目 新聞・チラシ

◇日

◇時

時

７月２１日（火）
、８月１８日（火）
、
９月１５日（火）

間 ７：００〜９：００

１０：００〜１５：００

※収益金は学校の施設整備、児童図書の充実等に活用
されます。

◇場

所

千葉県税理士会館山支部

地域の皆様のご理解、ご協力をお願いします。

◇相談内容 税金全般に関すること
◇予約・問合せ先 千葉県税理士会館山支部
担当 早野 ℡２３−４１３２

〜有 料 広 告 欄 〜
職 員 募 集
◇実

○職 種 看護補助者（日勤のみも可）
・・若干名
○日 勤 ８：１５〜１７：１５
○夜 勤 １６：１５〜翌９：１５（月２回平均）
○給 与 １５５，０００円〜（夜勤手当別途）
○勤務地 鋸南病院（指定管理）
※その他お気軽に
医療法人財団 鋸南きさらぎ会
お問合せください。
℡０４７０−５５−２１２５
（採用担当）※土・日・祝日を除く

施 日 ７月３日（金）

◇時間・場所

１０：００〜１１：４５ 役場
１３：４５〜１６：００

◇問 合 せ 先

すこやか

保健福祉課 福祉支援室
℡５０−１１７２

きょなんまちプレミアム商品券でお買い上げのお客様

港通り商品券が当たる！
５００円で補助券１枚
３，０００円分で１回抽選できます
●期間 ７月１日〜７月３１日

勝山港通り商店会加盟店
新・中古車販売 車検 修理 鈑金塗装
車のことならなんでも！

弁護士による無料法律相談を実施します。
◇日
時 ７月３１日（金）
、８月１４日（金）
１０：００〜１４：００
◇場
所 鋸南町立中央公民館
◇相談内容 法律相談一般
※無料、予約不要
◇問合せ先 清水博司法律事務所
℡０４３−２０２−２１８５

鋸南町 ひぐらし自動車

℡５５−２８２６
組合員・准組合員の皆様へ
まごころ込めてお手伝い

安心と信頼の
０１２０‐０１５‐９８３
ご葬儀のこと・法事のこと・お盆のこと
お気軽にご相談下さい

年中無休 ２４時間受付
町公式ホームページのバナー広告も募集しています。

◇問合せ先

４

総務企画課 企画財政室

℡５５−４８０１

