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町内でハローワークの求人閲覧、求職票登

町内で「介護職員初任者研修（旧ヘルパー二級）
」を無料で受

録、紹介ができます。ご相談のみの方もお気

講できます。介護・福祉業界での就業やスキルアップをお考え

軽にご参加ください。

の方は、ぜひこの機会にご参加ください。

◇日

◇日

時

９月１５日（木）１３：３０〜１６：００
◇場

所 役場１階 防災展示室

◇申込み・問合せ先
鋸南町雇用創造協議会

時

９月２７日〜１２月８日のうち２５日間（のべ約１３０時間）
◇場

所

鋸南町内

◇定

員

１０名（先着順）

◇申込み・問合せ先

℡２９−７１１７

鋸南町雇用創造協議会

担当 鈴木、牧本、豊島

℡２９−７１１７ 担当 鈴木、牧本、豊島

千葉県道路公社が管理運営する有料道路の通行が、以下のとおり、全車種、終日無料となります。
◇無料期間 平成２８年９月３日から１０月３０日までの土・日及び祝日（対象日２１日）
◇対象路線 ６路線
東総有料道路、鴨川有料道路、千葉外房有料道路、東金九十九里有料道路、
銚子新大橋有料道路、銚子連絡道路
※房総スカイライン有料道路は無料通行措置実施中。
※九十九里有料道路は津波対策事業のかさ上げ工事により、
平成２９年３月まで通行止め。
◇そ の 他 各路線の詳細については千葉県道路公社ＨＰをご覧ください。
http://www.chiba-dourokousha.or.jp/roads/index.html
◇問合せ先 千葉県商工労働部観光誘致促進課 ℡０４３−２２３−２４１２

県内の鉄道と路線バスの一部が乗り降り自由になる「サンキュー
◇販売金額 大人３，９００ 円、小人１，９５０ 円

◇発売期間

ちばフリーパス」を販売しています。
１１月１９日（土）まで

◇利用期間 ９月１日（木）〜１１月２０日（日）のうち連続する２日間
◇販売場所 市川〜千葉、舞浜〜蘇我、船橋法典〜南流山、本千葉、成田、成田空港、空港第２ビル、
松戸〜天王台の各駅のみどりの窓口及び指定席券売機

※一部お取扱していない箇所もあります。

◇フリーエリア内の対象路線

・鉄道 千葉県内のＪＲ線、小湊鉄道線、いすみ鉄道線、銚子電鉄線
・バス 小湊鐵道バス、九十九里鐵道、千葉交通、ジェイアールバス関東、
鴨川日東バス、館山日東バス、天羽日東バス の指定路線
※販売場所にはご注意ください。
◇問合せ先
千葉県商工労働部観光誘致促進課 ℡０４３−２２３−２４１２
1

暮らしの情報館
味わいハイキング１３７
９月のハイキングは、市井原八幡神社の伝統芸能「獅
子舞・神楽舞」を見学します。一足早く、小さな秋を見
つけませんか。
◇日
時 ９月１０日（土）９：３０〜
※雨天の場合は９月１１日（日）
獅子舞・神楽舞の見学はしません
◇場
所 旧佐久間小学校 集合
車の方は、旧佐久間小学校に車を止めてください。
電車の方は、安房勝山駅上り８：１９、下り８：２９
をご利用ください。
◇定
員 ５０人
◇参 加 費 １，５００円
（昼食代、保険代、土産代等を含む）
◇持 ち 物 飲み物、保険証、雨具
◇案 内 人 川崎 勝丸氏（千葉県山岳史研究会）
◇コ ー ス 旧佐久間小９：４５→花嫁街道（川篭線）
→八幡神社→獅子舞・神楽舞見学→昼食→
ジェノバ→金銅線→旧佐久間小１５：００
◇主
催 鋸南町味わいハイキング
◇協
力 鋸南町
◇申込期間 ８月２６日（金）〜
※定員になり次第締め切ります
※準備の都合上前日及び当日のキャンセルは実費を負
担していただきますので、ご了承ください。
◇申込み・問合せ先 地域振興課 まちづくり推進室
℡５５−１５６０

近年急増しているインバウンド（訪日外国人旅行）観
光について、さまざまな視点からテーマを取り上げ、イ
ンバウンド観光の基礎知識や実践的な考え方を学び、安
房地域の新たな可能性について考えます。
日程
9/30
（金）
10/21
（金）
11/11
（金）
11/25
（金）
12/9
（金）

講義テーマ（概略）
外国人旅行者の誘致について
インバウンド観光大国フランスの取組み
地方におけるインバウンド観光の
可能性と問題点
千葉県における外国人観光客の状況
外国人観光客のニーズ・動向
（ＳＮＳ調査結果）
訪日外国人観光客の消費動向 爆買の背景
現場ですぐ使える外国語（英語・中国語）
メディアが地域を変える瞬間(とき)
国内先進事例の紹介
観光カリスマが語る草津温泉の取組み

◇場 所 城西国際大学安房キャンパス
◇時 間 各日とも１３：４０〜１６：４０
◇定 員 ４０名 ◇参加費 無料
◇申込み
安房地域振興事務所 HP 掲載の「受講申込書」を申込
先まで。※９月１６日（金）締切
◇申込み・問合せ先
安房地域振興事務所 地域振興課 ℡２２−７１１１

千葉県では、飼育できない等の理由で施設に引き取られる不幸な犬・猫が年間約５，６００頭もいます。その
うち約８割が子犬・子猫です。このような不幸な犬・猫をなくすため、
（公社）千葉県獣医師会と（公財）千葉
県動物保護管理協会では、毎年動物愛護週間行事の一環として不妊・去勢手術普及助成事業を実施しています。
子犬・子猫が生まれたら困る方・生まれても育てられない方は、必ず不妊・去勢の手術をしてあげてください。
◇助成の対象となる動物（高齢、生後半年未満、病気による場合など、手術ができないことがあります。
）
①飼いイヌ

今年度の狂犬病予防注射が済んでいて、登録がされている手術可能なオス・メス

②飼いネコ 手術可能なオス・メス
◇応募期間

９月２０日（火）〜９月２６日（月）の消印有効

※期間前後の消印は無効になります。

※応募多数のため毎年抽選となっています。一世帯あたり１頭＝１通のみの応募。
※応募される方は、役場建設水道課、すこやか町民サービスコーナーに応募用紙があり
ますので、お問い合わせください。
◇助成金額

助成利用券を利用し、今年１２月２６日（月）までに手術を受けた場合、手術
費用から５，０００円が助成されます。また、手術と同時にマイクロチップを
装着される場合は、マイクロチップ費用の一部として１，０００円が助成されます。
※手術費用は動物病院によって異なりますので、事前に動物病院にお問い合わせください。

◇問合せ先 公益社団法人 千葉県獣医師会
℡０４３−２３２−６９８０
公益財団法人 千葉県動物保護管理協会 ℡０４３−２１４−７８１４
建設水道課 建設環境室

℡５５−２１３３

２

暮らしの情報館

◇日
◇場

時
所

◇相 談 員

１０月４日（火）

館山調停協会では、無料調停相談会を開催します。

１０：００〜１６：００（要予約）

夫婦関係・相続など家庭内や親族間のもめごと、土

千葉地方法務局館山支局 ２階相談室

地建物・借入債務・交通事故など民事のもめごとに

伊藤 明浩氏

ついて、裁判所の調停委員が手続きの相談に応じま

◇相談内容

す。弁護士の委員も参加します。予約は不要です。

公正証書（遺言、任意後見、尊厳死宣言、離婚に伴

◇日

時

う給付請求、その他の契約）の作成及び会社の定款・

１０月１日（土）
１０：００〜１５：００

私文書の認証に関する事項

◇場

◇申込期間 ９月２３日（金）〜９月３０日（金）

所

館山市コミュニティセンター ２階

◇問合せ先 館山調停協会

℡２８−５４６８

９：００〜１７：００（土、日を除く）
※電話での相談には応じられません。
◇申込み・問合せ先 館山公証役場

℡２２−５５２８
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

次回は、９月７日（水）です。

時

９月１３日（火）
１０月１８日（火）

◇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。

１０：００〜１５：００
◇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
担当 早野 ℡２３−４１３２

千葉県南総文化ホールでは、外国人の感性や文化、そして安房郡市の国際交流協会の活動について広く県民の
皆さんに理解していただき交流の場とするため、
「国際交流フェスタ in AWA」を開催します。
外国人による日本語スピーチコンテスト」では、千葉県に在住する外国人の方が地域社会の中で感じ、考え、
発見した、（自分の国と日本の文化・生活習慣の違いなど）を題材にして、自分の経験・意見を日本語でスピー
チして頂きます。たくさんの応募をお待ちしています。
◇日

時

１２月１１日（日） 開場：１２：３０ 開演：１３：００

◇場

所

千葉県南総文化ホール 小ホール

◇応募資格 日本在住通算年数 初級：5 年以内 上級：特に設けない
過去の本大会で最優秀賞を受賞していないこと。※初級で受賞した場合は上級への応募可能。
◇募集人数 初級 8 名 上級 5 名 いずれかの希望のコースに応募してください。
応募が募集人数を越えた場合は、書類審査で募集人数に絞る場合があります。
◇テーマ等 テーマは自由です。
（例：
「私のお国自慢」
「私が経験したカルチャーショック」など）
５分以内（原稿使用可）
◇応募方法 発表内容を日本語で４００字程度に要約して、題名・住所・氏名・年齢・国籍・職業（学校名・学
年）
・電話番号を応募用紙に記載し、郵送、Fax、または添付メールで応募してください。
※申込書は、千葉県南総文化ホール窓口及び HP（http://nanso-bunka.jp）よりダウンロードできます。
◇応募締切 １０月２２日（土）
出場者の決定（予備審査）応募人数を大幅に越えた場合は書類審査で人数を調整し、不通過となった応募者に
は、１０月２９日（土）までに通知します。
◇主

催

千葉県南総文化ホール

◇申込み・問合せ先

〒２９４−００４５

館山市北条 740-1

国際交流フェスタ事務局（千葉県南総文化ホール内）
℡２２−１８１１

Fax２２−１８３４

E-mail

担当 石井・亀井

asami-ishii@kmix.co.jp

３

暮らしの情報館
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
℡２２−０６２０

暑い夏になりました。
「明日の鋸南町を考える会」は、
毎年夏に戦争や平和を考えるための行事を企画していま
す。今年は、海軍に入隊された経歴をもち、旧鋸南第一
中学校長や旧丸山町教育長、旧丸山町町長を歴任された
福原栄夫氏のお話を伺います。皆様のご来場をお待ちし
ています。
◇日
時 ８月２７日（土）１３：３０〜１６：３０
◇場
所 中央公民館 講座室
◇演
題 『軍艦長門に乗り組んで』
福原栄夫上曹レイテ沖海戦を生還する
◇問合せ先
明日の鋸南町を考える会 ℡５５−２２２７（山野井）

法務局では、国民のみなさまの日常生活における
様々な心配事や悩み事に関する相談会や、相続登記の
重要性などに関する公開講座を実施するため、以下の
とおり無料の休日相談所を開設します。
◇日時 １０月２日（日）１０：００〜１６：００
◇内容
不動産登記、商業・法人登記、境界、戸籍・国籍、
供託、人権問題などに関する相談、公開講座
◇申込期間 ９月１日（木）〜
※定員になり次第締め切ります
◇申込み・問合せ先
千葉地方法務局総務課
℡０４３−３０２−１３１１

職

員

〜有 料 広 告 欄 〜
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)

町公式ホームページのバナー広告も募集しています。

主婦の方、未経験の方も大歓迎です。
空いた時間にお仕事してみませんか。
職種：旅館の清掃スタッフ ３名
男女・年齢は問いません
勤務時間：１０：００〜１４：３０まで
時給：９００円〜
（週２回程度でも大丈夫です）
応募方法：市販の履歴書（写真添付）を電話連絡の上ご持参ください。

勤務地 299-1901 千葉県安房郡鋸南町元名 442
ビーチサイド温泉リゾート ゆうみ 担当：薄井 0470-55-0123

◇問合せ先

４

総務企画課 企画財政室

℡５５−４８０１

