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消防庁および気象庁では、全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）を使用した緊急地震速報伝達訓練を実
施します。緊急時に自動放送がきちんと鳴るかの訓練であり、住民の皆さまが行動することはありません。
◇実施日時 １１月４日（金）１０：００ごろ
◇内

容

町内３０か所に設置してある防災行政無線から、次の放送内容が一斉に放送されます。

チャイム「こちらは、ぼうさいきょなんです。只今から訓練放送を行います。」
チャイム「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。」×３回
「こちらは、ぼうさいきょなんです。」
「これで訓練を終わります。」チャイム
※鋸南町以外の地域でも、全国的に情報伝達試験が実施されます。
※Ｊ−ＡＬＥＲＴ（ジェイ・アラート）とは、地震・津波や武力攻撃などの災害時に
国から送られてくる緊急情報を人工衛星などを利用して瞬時に情報伝達するシステムです。
◇問合せ先 総務企画課 総務管理室 ℡５５−４８０１

株式会社サイネックスと官民協働で製作した「鋸南町暮らしの便利帳２０１７年
版」を戸別に配布しています。
配布は１１月中旬ごろまで、サイネックスが町内の各世帯へ訪問し行います。
日常生活で役立つ行政情報等を掲載していますので、ぜひご活用ください。
なお、配布は無償で行われていますので、町民の皆さんに料金を請求することは
ありません。
◇問合せ先 総務企画課

企画財政室 ℡５５−４８０１
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①農業者なら広く加入できます
国民年金の第１号被保険者で、年間６０日以上農業に従事する６０歳未満の人は誰でも加入できます。
②少子高齢化時代に強い積立式年金
自ら納めた保険料とその運用収入を基にして年金額が決まる積立式（確定拠出型）年金です。
③保険料は自由に選択できます
保険料は、月額２万円から６万７千円までの千円単位で自由に決められ、いつでも見直しができます。
④終身年金で８０歳までの保証付き
年金は生涯支給されます。８０歳前に亡くなった場合でも、遺族に死亡一時金が支給されます。
⑤税制上の優遇措置
農業者年金の保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税になります。
⑥保険料に国庫補助制度（政策支援）があります
認定農業者で青色申告者など、一定の要件を満たす人には、月額固定２万円の保険料のうち１万円・
６千円・４千円とその内容に応じて国から補助が受けられます。
農業者年金制度を詳しくお知りになりたい方、加入のお申し込みやご相談については、ＪＡ安房鋸南支
店または農業委員会事務局にお問い合わせください。
◇問合せ先 ＪＡ安房鋸南支店 ℡５５−１５５１
鋸南町農業委員会事務局（地域振興課 農林水産振興室内） ℡５５−４８０５

動物を飼う方は、次のことに注意して、動物を適正に飼いましょう。
○公園、海岸などの公共の場所で、犬を放す方がいますが、千葉県条例で禁止されています。
○犬の運動（散歩）は、犬を制止できる人が、短い引き綱で行いましょう。
○犬は来訪者の届かない場所につなぎましょう。
○飼い犬が人をかんだ時は、保健所へ届け出る必要があります
○犬の登録と年一回の狂犬病予防接種は、法律に定められた飼い主の義務です。
○猫は室内で飼いましょう。糞尿や鳴き声による被害を防止でき、感染症や交通事故等の危険から猫を守るこ
とができます。
○犬猫合わせて１０頭以上飼う場合、保健所への届出が必要です。
○一部のサル、ヘビなどの特定動物を飼う場合は、保健所長の許可が必要です。
○ペットがいなくなったらすぐ探し、保健所、警察等に連絡しましょう。
○動物は責任をもって最後まで面倒をみましょう。やむを得ない事情で飼えなくなった場合は、新しい飼い主
を探してください。保健所・動物愛護センターでは飼い主探しをお手伝いします。
◇問合せ先 安房健康福祉センター

℡２２−４５１１ 動物愛護センター ℡０４７６−９３−５７１１

千葉県は、自動車税の未納額の縮減のため１１月から３月までを滞納
整理強化期間とし、給与・預金・自動車などの差押えを一層強化します。
自動車税が未納の場合は至急納付ください。
◇問合せ先 館山県税事務所 ℡２２−７１１７
自動車差押えの例

県総務部税務課 ℡０４３−２２３−２１２７
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今年も、中央公民館で皆様から寄贈いただいた本（重

鋸南中学校の教育環境とＰＴＡ活動を充実させるた
め、バザーを実施します。ご協力をお願いします。

複したもの）を差し上げます。読書の秋、ぜひリサイク

◇日

時 １１月１２日（土）１３：００〜

ルフェアにお越しください。

◇場

所 鋸南中学校 体育館

◇日 時

１１月７日（月）〜９日（水）の３日間
１０：００〜１５：００

◇販売物品 食料品、生花、日用雑貨、衣類等
◇お 願 い
販売物品の提供をお願いします。次の期間に鋸南

◇場 所

中央公民館ロビー ちびっこひろば前

◇対 象

鋸南町在住の方・鋸南町にお勤めの方

※お持ち帰り用のバック等をお持ちください。

中学校までお持ちください。生鮮食料品・生花は

配布図書の売却を目的とする方はお断りします。

バザー当日の搬入をお願いします。
○事前搬入 １１月７日（月）
、９日（水）〜１１日（金）

問い合わせ

中央公民館

℡５５−４１５１

１７：００〜１９：００
○当日搬入 １１月１２日（土）
９：３０〜１０：３０
◇問合せ先 鋸南中学校 ℡５５−４１１１

鋸南町食生活改善協議会では、鋸南町や千葉県内の郷
土料理・家庭に伝わる料理を紹介する料理教室を開催し
ます。今回は、食生活改善協議会が協力した料理本「ち

安房地域医療センターでは、医師と管理栄養士によ
る「塩分と病気について」
「減塩食について」の講演
会、試食などを行います。ご自宅のお味噌汁をご持参
いただいた方には塩分測定を行います。
◇日時 １１月２３日（水）９：００〜１２：３０

ばのおかず」から、れんこんを使ったレシピをご紹介し
ます。男性の参加も大歓迎です。ぜひご参加ください！
◇日

時 １１月１０日（木）１０：００〜１３：００

◇場

所 すこやか ２階調理実習室

◇内

容 押し麦ごはん、れんこんナゲット、
さつまいものレモンオレンジ煮、

◇場所 安房地域医療センター第２・３会議室
◇定員 ２０名
◇参加費

５００円（当日集金）

◇申込み締切

１１月１２日（土）

◇申込み・問合せ先
安房地域医療センター 総務課

中華風具だくさんスープ
◇持ち物

℡２５−５１１１

（日曜祝日除く１３：００〜１７：００のみ）

エプロン、三角巾、タオル、飲み物

◇募集人数 町民の方、先着２０名程度
◇費

用

無料

◇申込期間 １０月２０日（木）〜１１月４日（金）
お電話でお申し込みください（土日祝日除く）
◇申込み・問合せ先
保健福祉課 健康推進室

℡５０−１１７２

千葉肝臓友の会では、医師によるアルコール性肝炎
やＣ型肝炎などの治療についての講演会を行います。
◇日時 １１月２７日（日）１３：３０〜１６：００
◇場所 千葉県南総文化ホール
◇定員 １００名（先着順）
◇参加費

無料

◇申込み・問合せ先 千葉肝臓友の会
℡０９０−２５６５−６１２５（村田）

食欲コンサルタント、日本初のアスリートフードマイス
ター、野菜ソムリエなど、数々の肩書を持つ村山 彩氏に
よる講演会を行います。
◇日時 １２月３日（土）１３：３０〜１５：１０
◇場所
亀田総合病院 Ｋタワー １３階 ホライゾンホール

入隊から３か月後、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歳未満の男子
◇受付期間 平成２９年１月３０日（月）まで

◇定員 ７０名
◇参加費

無料

◇申込み締切

１１月２６日（土）

◇申込み・問合せ先
亀田総合病院カスタマーリレーション室

◇申込み・問合せ先

℡０４−７０９９−１２３０

自衛隊千葉地方協力本部館山分駐所

Ｆax０４−７０９９−１２３１

℡０９０−９９５８−８８５１
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平成２９年度入園受付をします。幼稚園への入園を

山野井孝子先生の墨彩画も併催。着物や帯地で作っ

希望される方は、次のとおりお申し込みください。

たタペストリーに色紙を掛けました。

◇入園該当者

みなさまお誘い合わせの上、お越しください。
◇日時

①年長児

１０月２７日（木）〜３１日（月）

平成２３年４月２日から

１０：００〜１６：３０

平成２４年４月１日生まれの幼児

※２７日は１３：００から

（現在、鋸南幼稚園に入園していない幼児）

◇会場

道の駅保田小学校

まちのギャラリー

◇主催

汀会（なぎさかい） 主宰

②年少児

戸田 汀香

平成２４年４月２日から
平成２５年４月１日生まれの幼児

◇問合せ先 ℡５５−３２５６（幸徳・鈴木 八重子）

＊該当する幼児には教育委員会から入園願いを送付
しますので、必要事項を記入押印の上、幼稚園ま
たは教育委員会にご提出ください。
◇申込期間 １１月１８日（金）〜１２月９日（金）

安房健康福祉センターでは、世界エイズデー（１２月
１日）に先がけ「夜間エイズ検査」を実施します。

『一日体験入園』を行います。

検査は、無料、匿名で受けることができます。

１１月１１日（金）１０：００〜１１：００

検査を希望される方は事前に申込みをお願いします。

該当される方には直接通知します。

◇日

時

１１月１７日（木）

英語を取り入れた保育も行っています。

１７：００〜１９：００
◇場

所

安房健康福祉センター

◇申込み・問合せ先

鋸南幼稚園

℡５５−２３２１

◇検査内容 ＨＩＶ、クラミジア、梅毒、
B 型肝炎、C 型肝炎
◇申込み・問合せ先
「地域住民に対する心の健康づくり及び精神障害に

安房健康福祉センター 健康生活支援課

対する正しい知識の普及啓発」を目的に心の健康のつど

℡２２−４５１１

いを開催します。講演会や心の健康チェック、くじ抽選
会などを行います。
千葉県福祉人材センターでは、社会福祉施設・事業

◇日時 １１月１３日（日）１１：３０〜１６：２０

所等へ就職を希望する方を対象に、
「福祉のしごと就

◇場所 千葉県南総文化ホール 小ホール

職フェア・ｉｎちば」を次のとおり開催します。

◇問合せ先 安房健康福祉センター（安房保健所）

求人のある社会福祉施設・事業所の採用担当者との

℡２２−４５１１

個別面談や福祉職場に関する相談等を行い、就労をサ
ポートします。
また、本事業の開催に併せて、
「福祉のおしごとセ
町民によるバドミントン大会を開催します。町内で

ミナー」を開催します。
◇日

勤務されている方も自由に参加できます。思いっきり

時

シャトルを飛ばしませんか。

①福祉のしごと就職フェア・ｉｎちば
１１月１２日（土） １３：００〜１６：００
②福祉のおしごとセミナー
１１月１２日（土） １０：００〜１６：００
◇場

◇日 時

11 月 13 日（日）13：00〜17：00

◇場 所

Ｂ＆Ｇ海洋センター

◇種 目

・シャトル飛ばし（遠くに飛ばす）
・参加者によるダブルス競技

所

幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール他
◇参加方法 直接会場へお越しください。
※参加費無料、履歴書不要

◇参加費

無料

◇その他

シューズ持参、ラケットは多少の用意あり

◇問合せ先 Ｂ＆Ｇ海洋センター

◇問合せ先

℡５５−４４１１ Fax５５−４４５０

千葉県社会福祉協議会 千葉県福祉人材センター

☆毎週水曜日・土曜日１９：30〜練習しています

℡０４３−２２２−１２９４

多くの方の参加をお待ちしています。
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味わいハイキング特別編
鋸南町には、多くの頼朝伝説があります。風雲急を告げるなか、いざ鎌倉へ馳せ参じ、宇治川で勇戦した佐久
間太郎家盛始め、多くの人達が行交った忘却の道を一つ一つたどりませんか。
◇実施日
◇場

１１月２６日（土）※雨天の場合は中止

所 鋸南町役場８：３０集合、８：４５出発 ※車の方は鋸南町役場に停めてください。

◇参加費

無料

◇案内人

川崎 勝丸氏（千葉県山岳史研究会）

◇持ち物 弁当、飲み物、保険証、雨具

◇コース

約１２キロ

役場８：４５出発→飯之坂→富楽里→嶺岡林道→花嫁地蔵→密蔵院→塚原→妙本寺→
→道の駅きょなん１２：３０頃着・頼朝まつり見学→頼朝上陸地→役場着１５：３０頃予定
◇定

員 ５０人

◇申込期間

１０月２１日（金）〜

◇主催 鋸南町源頼朝観光推進実行委員会
◇申込み・問合せ先

頼朝まつり実行委員会事務局（地域振興課 まちづくり推進室内）℡５５−１５６０

鋸南町には上陸地である竜島をはじめ江月、密蔵院（中佐久間）
、水の台（大崩）などに頼朝にまつわる話が残
されています。頼朝はこれらの地を通って鴨川（長狭）へ向かったことでしょう。
今回は、竜島地区と江月地区に焦点を合わせてガイドツアーします。
◇実施日
◇場

１１月２６日（土）※雨天の場合は１２月１７日（土）

所 安房勝山駅８：３５集合 電車の方は安房勝山駅上り８：１９着、下り８：２９着をご利用ください

◇参加費

無料

◇持ち物 弁当、飲み物、保険証、雨具

◇案内人

鋸南ガイドのみなさん

◇コース

約８キロ

安房勝山駅８：４０出発→頼朝上陸地→神明神社→旗立山→玉ノ井→吉浜→碁石山→
→江月山（１９０．６ｍ四等三角点）→馬ノ住→馬つなぎ石→武台→道の駅きょなん着１３：００頃予定
※１２月１７日実施の場合ゴールは道の駅保田小学校
◇定

員 ２０人程度

◇申込期間 １０月２１日（金）〜

◇申込み・問合せ先 頼朝まつり実行委員会事務局（地域振興課 まちづくり推進室内）℡５５−１５６０

平成２８年３月に育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法が改正され、育児・介護にかかる制度の拡充及び
妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止措置等が盛り込まれ、平成２９年１月１日より施
行されます。主な改正内容は以下のとおりです。
○対象家族１人につき、３回を上限として、通算９３日まで、介護休業を分割取得できます。
○介護のための所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開始から３年の間で２回以上利用できます。
○介護が終了するまでの期間利用できる「所定外労働の免除」の制度が新設されました。
○子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになりました。
○有期契約労働者の取得要件が緩和され、育児休業・介護休業が取得しやすくなりました。
○妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚による就業環境を害する行為
（いわゆるマタニティハラスメント等）を防止するための、雇用管理上必要な措置を講じる
ことが事業主に義務付けられます。
◇問合せ先 千葉労働局雇用環境・均等室

℡０４３−２２１−２３０７

５

暮らしの情報館

「社会福祉法人千葉いのちの電話」は、
「身近にある うつ 」
や「安房地域の自殺対策と支援」の公開講座を行います。入場
◇回収場所 各地区の指定回収場所
無料です。
◇回収品目 新聞・チラシ
◇日時 １１月２７日（日）１３：３０〜１６：００
◇時
間 ７：００〜９：００
◇場所 館山市コミュニティセンター
※収益金は学校の施設整備、児童図書の充実等に活用 ◇講師 ＮＰＯメンタルレスキュー協会理事長 下園 壮太氏
されます。
安房健康福祉センター 館山市
地域の皆様のご理解、ご協力をお願いします。
◇申込み・問合せ先 千葉いのちの電話
℡０４３−２２２−４４１６

次回は、１１月２日（水）です。

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

千葉県税理士会館山支部では無料税金相談会を開催します。
◇日

時

１１月１５日（火）１０：００〜１５：００

◇場

所

イオンタウン館山（予約不要）

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

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

〜有 料 広 告 欄 〜

理学療法士による足・靴の無料相談

チャリティーアートフェア ２０１６

こういう方におススメします。
・歩くと足・膝・腰などが重くなるような人
・足のタコ、ウオノメが気になる人
・快適にウォーキング・スポーツをしたい人 など
○日時毎週木曜日 １０時〜１１時（先着順）
○場所 １階待合室
地域の皆様の健康増進を目的に行っています。
医療法人財団 鋸南きさらぎ会 鋸南病院（リハビリ室）
℡０４７０−５５−２１２５

2016 年 11 月 3 日（木）〜6 日（日）
ＡＭ10 時〜ＰＭ5 時・最終日ＰＭ4 時
道の駅保田小学校 ギャラリー
主催：鋸 南 美 術 会
協賛：ようこそ鋸南プロジェクト

・障子・襖の張替えはお早めに
・庭木の剪定・枝打ち・木の伐採
・草とり・草刈・片付け、処分
☆困ったことは、 まずはご相談下さい
電話 ０４７０−５５−２３４４
定休日 木曜日

ヤクルトお届けスタッフ募集中
○月収 週５日のお届け（月〜金） ９万円以上
週４日のお届け（火〜金） ８万円以上
※収入補償制度あり、保育室完備、各種共済制度あり
○時間 ９：００〜１５：００くらい
※学校行事・幼稚園のお迎えなど相談に応じます
○勤務地 富浦センター 南房総市原岡２０５−１
天羽センター 富津市関尻３８１
○お問い合わせ 千葉県ヤクルト販売（株）房総支社
市原市牛久１１０２−1 ℡０４３６−９２−１５７９

６

