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安全に注意し、充実した生活を送って欲しいと思います。
さあ、待ちに待った夏休みです！子どもたちには健康・

標語づくりでは今年度も多数の応募があり、次のとおり入選者が決定しました。暑さに負けず、この夏も
「あいさつ」と「早寝・早起き・朝ごはん」を忘れずに実行していきましょう！

み

か くと

あ

◇青少年育成鋸南町民会議（教育委員会内）℡５５−２１２０（Fax５５−１５８５）

＊中央公民館前の看板に掲示
か とう

ひ ろと

（鋸南中三年 加藤 あゆみ）

さ そう

な がい

し おん

ださい。

あいさつ運動最優秀作品
あいさつは 相手に伝える 愛言葉

あいさつ運動優秀作品
しのはら

（鋸南小二年 髙濱 紗音）

さ おん

あいさつは 人、町、心の愛ことば

（鋸南小四年 大胡 夏海）

たかはま

あいさつで ちいきのきずな つよくなる （鋸南小二年 篠原 大翔）

あいさつで 笑顔あふれる 鋸南町

（鋸南小五年 笹生 翔斗）

かみかわ

な つみ

あいさつは 進んで 笑顔で 自分から

（鋸南中三年 永井 愛未）

ゆうすけ

翔 平）

た
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お おご

あいさつで 心の中に 笑顔咲く

しょうへい

＊校門前の看板に掲示

あいさつをしよう ～目をみて笑顔で心から～ （鋸南中三年 上川 志音）

早寝・早起き・
朝ごはん優秀作品

つくだ

（鋸南小六年

佃

早寝 早起き 朝からしっかり 良いリズム

ら

（鋸南中一年 奈良田 有亮）

な

朝ごはん 丈夫な体の第一歩

青少年育成鋸南町民会議
鋸南町生徒指導推進協議会
鋸南町教育委員会

この『鋸南町こども１１０番』は、子どもたちが困った時や助けが欲しい時の目印になる

ものです。町民の皆様には、ぜひこの趣旨をご理解いただき、ご協力お願いいたします。

鋸南町こども１１０番シールの必要な方は、鋸南小または鋸南町教育委員会までご連絡く

暮らしの情報館

◇開 催 日 【展示・実演】１０月３１日（土）
、１１月１日（日）
◇場

所

【芸能】１１月１日（日）

中央公民館

◇申込方法 出展・出演を希望する方は中央公民館に電話で申し込みください。
芸能の出演代表者の方には出演題目等の調査をお送りしますので、
ご記入のうえ期日までにお出しください。
◇申込締切 ８月１０日（月）
◇実行委員会会議について・・・申し込みをされた方は、個人・団体にかかわらず文化祭実行委員となります。
８月２１日（金）１８：３０から中央公民館で芸能の部参加の方は、プログラム協議を行います。
９月２９日（火）１８：３０から公民館で全体の文化祭実行委員会を開催しますので、代表者または代理の
方は必ず出席してください。
◇申込み・問合せ先

中央公民館

℡５５−４１５１

今まで、町へ領収書を付けて重度心身障害者医療費を申請いただきましたが、８月から県内の医療機関では、
受給券を提示し定額の負担金と医療保険外分（予防接種や入院時の食事・差額ベッド代など）のみ支払えば、町
への申請手続きは不要となります。
この受給券の申請に必要な書類は、７月上旬に対象と思われる方に郵送してありますが、次の対象者でこれか
ら申請されようと思われる方については、期限までに申請をお願いします。
◇対 象 者 身体障害者手帳
◇費

用

１〜２級の所持者

療育手帳

Ａ 、○
Ａ の１、○
Ａ の２
Ａの１、Ａの２、○

対象者と同じ健康保険に加入している方全員の町民税所得割が
①課税されている ３００円（通院１回、入院１日につき） ②課税されていない

０円

※調剤薬局で支払う負担金は０円です。
（医療保険外は対象外）
◇申請期間 ７月３１日（金）まで
◇問合せ先 保健福祉課 福祉支援室 ℡５０−１１７２

消費税引き上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として給付金の支給を行
います。
◇支給対象者

平成２７年度分市町村民税（均等割）が課税されていない人が対象です。
※ご自身を扶養している人が市町村民税（均等割）を課税されている場合は対象外となります。

◇給 付 額

対象者１人につき６，０００円

◇申請手続き

申請先は、基準日（平成２７年１月１日）に住民登録している市町村です。

対象になると思われる方には、７月末頃に発送される「個人住民税についてのお知らせ」に案内書、申請書及
び返信用封筒を同封します。申請書に必要事項を記入のうえ、必要な添付書類を必ず同封し、返信用封筒で給
付金担当まで郵送してください。
◇申請受付期間

８月３日（月）〜１１月４日（水）

〜臨時福祉給付金詐欺にご注意ください〜
町や厚生労働省などがＡＴＭ（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすることは、絶対に
ありません。不審な電話があった場合には、館山警察署（℡2３−０１１０）に連絡をお願いします。
◇問合せ先
申請に関すること 保健福祉課 福祉支援室

℡５０−１１７２

制度に関すること 厚生労働省給付金専用ダイヤル

℡０５７０−０３７−１９２

２

暮らしの情報館

今年８月１日からご使用いただく新しい保険証を７月末までに郵送
でお届けします。８月１日以降、医療機関等で受診される際は、新しい
保険証（青色）をご使用ください。
◇問合せ先 税務住民課 住民保険室 ℡５５−２１１２

すこやかで毎月実施している子育てサロンでは、８

小学生及び保護者の付き添いがある幼児は、開放

月に「親子で楽しくお料理教室」を開催します。

日に自由に利用できます。

できあがったらみんなでおいしくいただきましょ

◇利用できる人

う。

幼児

◇日

時

８月２５日（火）１0：0０〜

◇場

所

すこやか調理室

◇講

師

鋸南町食生活改善推進員のみなさん

◇開 放 日 土・日・祝日・学校休業日
（１２月２９日〜１月３日を除く）
◇開放時間 ５月〜１０月

９：００〜１７：００

１１月〜４月

９：００〜１６：００

◇メニュー かんたん海苔巻、チーズポテト、
サイダーゼリー
◇持 ち 物
◇定

小学生、保護者の付き添いがある

◇注意点

エプロン・バンダナなど髪の毛を包める

員

①開放中は公園と同様の扱いになります。事故損

布、タオル、上履き

害等の責任は、原則として利用者等が負うこと

４歳以下の親子１０組

になります。

◇申込方法 電話等でお申し込みください

②荒天時や行事等により、開放を中止することも

◇申込期間 ８月２０日（木）まで

あります。

※定員になり次第締め切りとなります。
◇申込み・問合せ先

◇問合せ先 教育委員会 生涯学習室

保健福祉課 健康推進室

℡５５−４１５１

℡５０−１１７２

町では、生活習慣病や健康づくりに関心のある方、地域でのボランティア活動に興味のある方を対象に「食
と健康教室」を開催します。教室修了者は鋸南町食生活改善推進員として活躍していただきます。ご自身やご
家族の健康管理にも役立つ教室ですので、ぜひご参加ください。
◇日時・内容

◇場

所

開催日
時間
９月 １日（火） １３：３０〜１５：３０
９月１６日（水）
９：３０〜１３：００
１０月 ５日（月） １３：３０〜１５：３０
１０月１６日（金）
９：３０〜１３：００
１１月１０日（火）
９：３０〜１１：３０
１１月１８日（水） １３：３０〜１５：３０
１２月 ４日（金）
９：３０〜１３：００
１２月１６日（水）
９：３０〜１４：００

内容
オリエンテーション、講話
講話、調理実習①
講話
講話、調理実習②
運動（ポールウォーキング）
講話
講話、調理実習③
講話、調理実習④、修了式

すこやか２階保健指導室、調理実習室

象

◇募集人数 １５名程度

◇参 加 費

◇申込方法 電話で申し込みください
◇申込み・問合せ先

◇対

町内在住の６５歳以下の方

調理実習時のみ１回３００円
◇申込期間

８月１４日（金）まで

保健福祉課 健康推進室 ℡５０−１１７２
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暮らしの情報館

館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町の３市１町で構成する安房郡市広域市町村圏事務組合は、広域ごみ処理
施設の処理方式（焼却炉の種類）について、
「シャフト炉方式」とすることで理事会決定しました。
処理方式決定までの経緯は、平成２３年度に策定された「ごみ処理施設基本構想」により、ストーカ炉方式、
シャフト炉方式のいずれかの方式を採用するとしたことに基づくもので、大学教授などの学識経験者や安房３
市１町の担当課長等で構成された「ごみ処理広域化推進委員会」で昨年の７月から検討が重ねられてきました。
地域特性を重視した推進委員会の検討結果は、安房３市１町の市町長で組織する理事会に報告され、３月２
５日に開催された理事会で、組合が計画する広域ごみ処理施設の処理方式はシャフト炉方式を採用することで
決定しました。
シャフト炉は高炉の技術を採用した処理方式で、ごみ焼却後に発生する焼却残さ（焼却灰等）も溶融するこ
とから、最終処分場への埋立量を低減することができます。
また、溶融された焼却灰等は最終的に金属分のメタルとそれ以外のスラグとに分離採取して再利用すること
ができることから、ごみの再資源化も期待されています。
今後は、現在策定中の施設基本計画や環境影響評価の基本条件として反映されることとなります。
◇問合せ先 安房郡市広域市町村圏事務組合 環境施設整備推進室

℡２２−５６３３

未就業歯科衛生士の復職や就業を支援する研
修会を開催します。ご希望の方はお申し込みく
ださい。

①準備型・・・就農前に研修する方向け
農業技術及び経営ノウハウ習得のための研修に専念す
る就農希望者を支援するものです。
◇対象 県立農業大学校や県が認めた先進農家・先進農
業法人等で１年以上研修を受ける方で、給付の
要件を満たす方
◇給付額
◇窓口

年間１５０万円（最長２年間）
新規就農相談センター

８月３０日（日）
、9 月 6 日（日）
各 9：３０〜１７：００

◇場

所 千葉県歯科医師会館

◇対

象

歯科衛生士資格を持つ未就業の方

◇定

員

４０名（申込先着順）

◇受 講 料

無料

◇主

（一社）千葉県歯科医師会

催

住所、氏名、電話番号を記入し、
FAX でお申し込みください。電話

経営リスクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗
るまでの間を支援するものです。

◇給付額

時

◇申込方法

②経営開始型・・・自ら農業を開始する方向け

◇対象

◇日

でも受け付けています。
◇申込み・問合せ先 （一社）千葉県歯科医師会

新規に農業を始めて経営が安定するまでの方

℡０４３−２４１−６４７１

で、要件を満たす方

Fax０４３−２４８−２９７７

年間最大１５０万円（最長５年間）

※前年の所得に応じて給付金額が変動します。
◇窓口 役場地域振興課 地域整備室
◇問合せ先
○準備型

新規就農相談センター

安房農業事務所

℡２２

中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）が疑われる方

７１３１

は、直接医療機関を受診せず安房健康福祉セン

青年農業者等育成センター ℡０４３−２２３−３００８

ター（保健所）℡２２−４５１１（夜間は転送）

千葉県農業会議

へご連絡ください。

℡０４３−２２２−１７０３

◇問合せ先 保健福祉課 健康推進室

○経営開始型
地域振興課 地域整備室

℡５０−１１７２

℡５５−４８０５

４

暮らしの情報館

漁業への就業を希望している方を対象に無料相談

町では結婚５０周年を迎えられるご夫婦に対し、

会を実施します。当日は地域漁業の紹介、就業相談

記念祝賀会を開催して記念品を贈呈しています。

などを行います。
◇日
◇場

時
所

該当される方は、ご連絡ください。

８月２１日（金）

（記念祝賀会は１０月６日（火）を予定）

１３：００〜１６：００

◇対 象 者

安房合同庁舎３階中会議室

昭和４０年９月１日〜昭和４１年８月
３１日までに結婚されたご夫婦

◇問合せ先 館山水産事務所改良普及課

◇申込期間 ８月１７日（月）まで

℡２２−５７６１

◇問合せ先 保健福祉課 福祉支援室
℡５０−１１７２

千葉県母子寡婦福祉連合会による養育費等の無料相
町では、「鋸南町人口ビジョン・総合戦略」を策定

談を実施します。
◇日

◇場

し、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を踏

時 ８月２９日（土）

所

１３：３０〜１５：３０

まえて、今後５カ年の目標や施策の基本方向、具体的

１人３０分程度、３人まで

施策をまとめるために、「地方創生に関するアンケー

ちくら介護予防センター ゆらり１階

ト」を実施しています。
お手元に届いたアンケート用紙は、ご記入の上記載

南房総市千倉町瀬戸２７０５−６
◇対

象

◇そ の 他

県内在住の方

されている期日までに、同封の返信用封筒に封入し、

託児サービスあり

投函をお願いします。
◇問合せ先 総務企画課 企画財政室

◇申込み・問合せ先

℡５５−４８０１

一般財団法人千葉県母子寡婦福祉連合会
℡０４３−２２２−５８１８

千葉県税理士会館山支部では、予約制の無料税金相
談会を開催します。

千葉司法書士会館山支部では、次のとおり司法書士

◇日

による予約制の無料法律相談を開催します。
◇日

時
所

１０：００〜１５：００

館山市菜の花ホール（中央公園となり）

◇申込期間 ８月３日（月）〜８月６日（木）
堀川事務所

◇場

所

千葉県税理士会館山支部

◇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

１０：００〜１８：００
◇申込み・問合せ先

８月１８日（火）
、９月１５日（火）
、
１０月２０日（火）

８月７日（金） １７：００〜２０：００

※相談時間は１組あたり１時間
◇場

時

担当 早野 ℡２３−４１３２

℡２４−３５０１

◇研修期間 １０月１０日（土）〜
平成２８年２月７日（日）
◇費

用

受講料６２，０００円（助成制度あり）

◇対

象

心身ともに健康で全日程に出席できる人

◇定

員 １２名（先着順）

「子どもに見せる親の背中」をテーマに次のとお
り講演会を実施します。

◇申込方法 受講申込書を提出
◇申込期間 ８月３１日（月）まで

◇日

時

９月５日（土）

１４：００〜

◇場

所

千葉県南総文化ホール 大ホール

◇料

金

１，０００円（チケット代）

※チケット販売場所等は、お問い合わせください。

◇問合せ先 ＪＡ安房福祉センター

◇問合せ先 社会福祉法人櫻の会
ゆうひが丘保育園 ℡４４−１９８８

℡２０−５１９０

５

暮らしの情報館

次回は、８月５日（水）です。

遺言、任意後見、尊厳死宣言、離婚等の公正証書作成
の無料相談会を次のとおり行います。

◇回収場所 各地区の指定回収場所

◇日

８月１８日（火）１３：００〜１６：００

◇回収品目 新聞・チラシ

（１人１時間程度）

◇時

役場１階 相談室

※収益金は学校の施設整備、児童図書の充実等に活用

◇場

時
所

※事前の予約をお願いします。
◇予約・問合せ先 館山公証役場

間

７：００〜９：００

されます。
℡２２−５５２８

地域の皆様のご理解、ご協力をお願いします。

〜有 料 広 告 欄 〜
職 員 募 集
○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

新・中古車販売 車検 修理 鈑金塗装
車のことならなんでも！

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！

鋸南町 ひぐらし自動車

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３１日まで

勝山港通り商店会加盟店

℡５５−２８２６

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
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

６

総務企画課 企画財政室

℡５５−４８０１

