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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
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◇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
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あいさつ運動最優秀作品
挨拶で 広がる人の輪 地域の輪

あいさつ運動優秀作品

ふじくら

自分から あいさつできる子 きょなんの子

（鋸南小四年 大胡 飛翔）

み つき

あいさつで 心に花さく え顔さく

（鋸南小五年 新藤 悠真）

たかはま

町中に ひびけ ぼくらの 朝の声

（鋸南中一年 平野 蓮）
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（鋸南小六年 奈良田 圭亮）
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あいさつで 笑顔あふれる 鋸南町

（鋸南中三年 井関 愛海）

おおご

あいさつで 深まる広がる 笑顔の和

早寝・早起き・
朝ごはん優秀作品
深まる絆 笑顔で 囲む朝ごはん

い とう

早寝・早起き・朝ご飯 みんな笑顔で 健康家族 （鋸南中二年 伊藤 彩花）

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
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あいさつは みんなを えがおに かえてゆく （鋸南小二年 藤倉 昂己）

「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！

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

町では、全国の方々からふるさと納税をしていただくことで、町への収入の増加と町内事業者の皆さん
等産業の振興のため、寄付者への返礼品の種類を増やす取り組みをしています。
取り組み内容は、返礼品を町内の特産品や町内で生産している農水産物、食事券、農漁業体験などの体
験型メニューなどに拡大しようとするものです。
つきまして、次のとおり返礼品募集のための説明会を開催しますので、ふるってご参加ください。町内に
お住まいの方であればどなたでもご参加できます。
◇日時 ８月２日（火） １９：００〜 （予約不要）
◇場所 中央公民館２階講座室
◇問合せ先

総務企画課企画財政室

℡５５−４８０１

ふるさと納税制度とは？
「ふるさと」を応援したい、
「ふるさと」へ貢献したいといった納税者の
思いを実現するため、納税者が「ふるさと」と思う地方公共団体に寄付を
した場合、その一定限度までを所得税と合わせ個人住民税から軽減する寄
付金税制のことです。寄付に対してお礼の品を贈る自治体が増えており、
お礼の品を受け取った寄付者が品物を気に入り、出品者から直接買い求め
たり、実際にその土地を訪れたりするきっかけになるなど、様々な広がり
を見せている制度です。

◇開 催 日 【展示・実演】１０月２９日（土）
、３０日（日） 【芸能】１０月３０日（日）
◇場
所 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書類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（水）
◇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２６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２７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

鋸南町佐久間地区で、ブーゲンビリアを専門に栽培している石井園芸さんから、ブーゲンビリアの苗を
１，０００株ほど寄贈していただきました。現在町では、通年の花のまちづくりを推進しており、ご希望
の方にブーゲンビリアの苗を差し上げ、皆様の愛情で花を咲かせていただきたいと思っています。
この機会にブーゲンビリアを育ててみようと思う方は、以下までお申込みください。
苗の高さは３０センチ程度、色は赤です。町内で栽培できる方に限らせていただきます。
◇無償配布数 １世帯５本まで（※申込み多数の場合は本数を調節させていただきます。）
◇受付期間 ８月１日（月）〜８月５日（金）
◇配布期間 ８月９日（火）〜８月１０日（水） ９：００〜１６：００
◇配布場所 役場本庁またはすこやか
◇申込み・問合せ先 総務企画課 ℡５５−４８０１
氏名・住所・電話番号・希望本数・受取希望場所をお知らせください
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（オレンジ色）をご使用ください。
◇問合せ先 税務住民課 住民保険室 ℡５５−２１１２

町では結婚５０周年を迎えられるご夫婦に対し、
記念祝賀会を開催して記念品を贈呈しています。

これまでに受付した総額は７７６,８１５円（６月

該当される方は、ご連絡ください。

末時点）になりました。ご協力ありがとうございま
す。お預かりした義援金は、日本赤十字社経由で被

（記念祝賀会は１０月１１日（火）を予定）

災者へお送りしています。

◇対 象 者

昭和４１年９月１日〜昭和４２年８月
３１日までに結婚されたご夫婦

また、募集期間が延長となりましたので、引き続
きご協力をお願い致します。

◇申込期間 ８月２２日（月）まで

◇受付期間 平成２９年３月３１日（金）まで

◇問合せ先 保健福祉課 福祉支援室
℡５０−１１７２

◇問合せ先
保健福祉課 ℡５０−１１７２
Fax５５−４１４８

町では、「鋸南町暮らしの便利帳２０１７年版」を
株式会社サイネックスと官民協働で発行します。
本便利帳には、町の行政情報や地域情報を掲載、本
年の１２月頃に町内全世帯へ無償配布を予定していま
す。
なお、広告募集にあたり株式会社サイネックスが各
事業所を訪問しますので、ご協力をお願いします。
◇問合せ先

2014 年版

高齢化と減少が進み、担い手確保が大きな課題
となっている漁業ですが、漁業への就業を目指す
若者が、地域漁業の情報を直接得る機会は多くあ
りません。そこで、漁業への就業を希望している
方を対象に無料相談会を実施します。当日は職業
としての漁業の紹介、就業相談などを行います。
◇日
時 ８月２６日（金）
１３：００〜１６：００
◇場
所 安房合同庁舎３階中会議室
◇問合せ先 館山水産事務所改良普及課
℡２２−５７６１

総務企画課 企画財政室
℡５５−４８０１
株式会社サイネックス木更津営業所
℡０４３８−２５−９０８０
Fax０４３８−２５−９０８２

次回は、８月３日（水）です。
◇回収場所 各地区の指定回収場所
◇回収品目 新聞・チラシ
◇時
間 ７：００〜９：００
※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。
地域の皆様のご理解、ご協力をお願いします。
3

佐久間ダム湖ファンクラブでは、眺めの良い新
散策路のお披露目イベントを開催します。所要１
時間のミニハイク、散策に適した服装、靴でご参
加ください。
◇日時 ８月７日（日）※荒天時中止
１回目９：００〜
２回目１１：００〜
◇場所 佐久間ダム湖休憩所前集合
◇参加費 無料
◇定員 各回１５名
◇問合せ先
平柳 ０９０−２７５６−４４７６

暮らしの情報館
ちば司法書士総合相談センターでは、次のとおり無料
法律相談を実施します。
◇日

時

８月６日（土）
１０：００〜１２：００
１３：００〜１５：００

◇場

所

千倉町公民館 ※完全予約制

◇予約・問合せ先 ちば司法書士総合相談センター
℡０４３−２０４−８３３３

千葉地方法務局館山支局では、次のとおり予約制の
登記に関する相談を行っています。
◇日

時 毎週 月曜日・火曜日・木曜日
(祝日を除く)
9：３０〜１５：３０

◇場

所 千葉地方法務局館山支局

◇相談内容

相続による所有権移転登記や住宅ローン
完済による抵当権抹消登記などの不動産
登記に関する相談

◇予約・問合せ先 千葉地方法務局館山支局

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。
◇日
時 ８月１６日（火）
、９月１３日（火）
１０：００〜１５：００
◇場
所 千葉県税理士会館山支部
◇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

千葉県労災職業病対策連絡会では、労働災害や職業病、
交通事故などに関する無料相談会を開催します。
◇日
時 ８月２７日（土） 予約不要
１３：００〜１６：００
◇場
所 千葉中央法律事務所
◇相談内容 労災制度について、弁護士、労働安全管理
者、ソーシャルワーカーなどが相談にのります
◇問合せ先
千葉中央法律事務所
℡０４３−２２５−４５６７

℡２２−０６２０

職

員

募

集

○職 種 薬剤師・看護師（常勤職員）
・・若干名
○日 勤 ８：１５〜１７：１５（薬剤師・看護師）
○夜 勤 １６：１５〜翌９：１５（月２回看護師）
○給 与 薬剤師、看護師
２４５，０００円〜３５０，０００円（経験能力による）
（看護師夜勤手当別途）
○勤務地 鋸南病院（指定管理）
医療法人財団 鋸南きさらぎ会
℡０４７０−５５−２１２５(採用係土日祭日除く)

４

