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町 の新 鮮 な特 産 品 が揃 いました！

今年は
道の駅保田小学校で
開催！！

毎年恒例の農業祭を開催します！ 町の新鮮な特産品（花き、野菜、柑橘、加工品等）が揃うほか、たつ
の特産品フェアや住宅無料相談会なども併せて開催しますので、皆様ぜひご来場ください！！
また、皆様の多数の出品をお待ちしております。
◇１月１４日（土）出品作品の審査 一般公開 １４：００〜１６：３０
◇１月１５日（日）一般公開 ９：００〜１２：００ 即売品引渡し １３：００〜１４：００
◇場
所 道の駅保田小学校 ２階
◇問合せ先 地域振興課 農林水産振興室 ℡５５−４８０５

（一社）千葉県建築士会鋸南支部では、木造住宅
の耐震診断や住宅取得奨励金（補助金）・増改築等
について「住宅無料相談会」を以下のとおり開催し
ます。相談をご希望の方は、事前に電話で予約し、

◇日

１月１４日（土）１３：３０〜１６：００

当日は建物の平面図・立面図を持参の上、ご来場く
ださい。※住宅取得奨励金については、２ページを
ご覧ください。

１月１５日（日）９：００〜１１：００
◇場

所

〜 販

◇日時 １月１５日（日）９：００〜１４：００
◇場所 道の駅保田小学校

時

２階

道の駅保田小学校

売

２階

品 （予定）〜

りんご、地酒、おやき、お菓子等

◇申込み・問合せ先
建設水道課

建設環境室

℡５５−２１３３

○役 場 本 庁

辰野町イメージ
キャラクター
「ぴっかりちゃん」

◇問合せ先 地域振興課 まちづくり推進室
℡５５−１５６０

１２月２９日（木）〜１月３日（火） ○海洋センター １２月２５日（日）〜１月５日（木）

※宿・日直職員が対応します。

○水

道

○老人福祉センター 笑楽の湯
１２月２８日（水）〜１月２日（月）
室 １２月２９日（木）〜１月３日（火）

※浄水場で日直・夜勤職員が対応します。

○鋸南病院 １２月３０日（金）〜１月３日（火）

○保健福祉総合センター「すこやか」
○鋸南地区環境衛生組合
１２月２９日（木）〜１月３日（火）
１２月３０日（金）〜１月３日（火）
○教育委員会 １２月２９日（木）〜１月３日（火） ○道の駅きょなん観光案内所
１２月３１日（土）〜１月１日（日）
○中央公民館 １２月２９日（木）〜１月３日（火）
※その他の店舗の休業日は店舗ごとに異なります。
○歴史民俗資料館

１２月２９日（木）〜１月１日（日）

1

○道の駅保田小学校 無休
※テナント店舗によって休業日あり。

暮らしの情報館

平成２９年度 鋸南保育所・学童保育所への入所を希望される方は、次のとおりお申し込みください。

◇対 象 児 家庭での保育を受けられない満３ヶ月以上〜小学校入学前の乳幼児
◇保育時間 ○保 育 （ 短 時 間 ）

月曜日〜土曜日の８：００〜１６：００

○保育（標準時間）

月曜日〜土曜日の７:３０〜１８：３０

○時間外・延長保育

月曜日〜土曜日の７：３０〜８：００ １６：００〜１９：００

※日、祝日、年末年始は休所
◇保 育 料

保護者の平成２８年度町民税額により決定します。後日、審査及び必要書類の提出をお願いし
ます。

◇定

員 ７０名

◇申込期限

１月３１日（火）

◇申 込 先 教育委員会 ※申込書は教育委員会、すこやか、税務住民課に用意してあります。

◇対 象 児 保護者が就労等のため、家庭で保育ができない小学生
◇保育時間 放課後〜１８：００

※学校等の休業日は８：００〜１８：００

※日、祝日、８月１３日〜16 日、年末年始は休所
◇保 育 料 月額 ９，０００円（８月は１３，０００円）
◇定

員 ９４名

◇申込期限 １月３１日（火）
◇申 込 先 教育委員会、学童保育所 ※申込書は教育委員会、すこやか、税務住民課に用意してあります。
◇備
考 幼稚園児については一時預かり保育を予定しております。詳細は後日お知らせいたします。
◇問合せ先 教育委員会（中央公民館内）

℡５５−２１２０

町内に定住する意思を持って新築住宅を取得する方に「住宅取得奨励金交付制度（補助金）
」を今年度も次
のとおり実施しています。
◇対 象 者 町内に対象住宅を取得し、次の全てに該当する方。
①奨励金の交付申請時に、対象新築住宅に定住していること。
②対象新築住宅の登記事項証明書で、２分の１以上の所有権を確認できること。
③奨励金の交付申請時に、申請者及び同居している者に町税等の滞納がないこと。
④住宅取得奨励金を過去に受け取ったことがないこと。
⑤平成３０年３月３１日までに奨励金の交付の決定を受けることができるものであること。
※対象住宅に係る建築確認済日または工事届出日から２ヶ月以内にあらかじめ認定を受けること。
※対象住宅は、建築基準関係規定及びその他関係法令等に準拠していて、居住用面積が７０平方メートル以
上であること。
◇交付金額 ※は子供世帯特別加算がされた場合（認定申請時に１８才以下の子供を持つ世帯）
種別
Ａ

申請者
転入者

Ｂ
Ｃ
Ｄ

町内居住者

対象住宅

奨励金額

町内建設業者により建設

７０万円 ※１００万円

町外建設業者により建設

４０万円 ※ ７０万円

町内建設業者により建設

５０万円 ※ ８０万円

町外建設業者により建設

２０万円 ※ ５０万円

◇問合せ先 建設水道課 建設環境室 ℡５５−２１３３

２

暮らしの情報館

町では、自宅で生活するひとり暮らし高齢者・ひとり暮らし重度障害者の方に対し、緊急通報装置を設置す
る助成をおこなっています（設置費用は町が負担）
。装置を設置することにより、日常生活上の不安解消や急病
等の緊急時に迅速かつ適切な対応がとれる体制をつくることが目的です。
①ＮＴＴ福祉電話シルバーホン「あんしん SⅥ」

②東亜警備保障「安心安全システム」

本体・ペンダントの非常ボタンを押すことで、緊

本体・ペンダントの非常ボタンを押すことで、警備

急通報を発信します。ご家族などあらかじめ登録

会社の管制室に通報が伝わります。管制室からの電

した通報先に順次通報します。

話連絡をおこなうと同時に、現場派遣員（ガードマ

※使用料（月額３８０円・税別）は利用者負担

ン）が自宅に急行し異常の有無を確認し、現状に応
じた対応・連絡をおこないます。（火災・動作監視
センサーが付属されます）
※使用料（月額２，８００円・税別）は利用者負担

応答

③アズビルあんしんケアサポート「ナースホン」
携帯型電話型の緊急ボタンや据置式ボタンを押す

非常

止
め
る

止める

ことで、あんしんセンターに通報が伝わります。あ
んしんセンターの看護師などが異常の有無を確認
し、緊急事態の場合には救急に直接通報します。
（携
帯電話型の利用には携帯電話を持っていることが
条件となります）
※使用料（月額３，２００円・税別）は利用者負担

緊急通報装置イメージ
（本体・ペンダント）

◇設置を希望されるご本人の生活状況によって①②③の方式のいずれかを選択することができます。
◇①②③ともに、緊急通報の協力員が必要です。
◇申込み・問合せ先 保健福祉課

福祉支援室

地域包括支援センター ℡５０−１１７２

平成２８年１２月２５日より、県内すべての事業所で
働く労働者（パート、アルバイトを含む。
）に適用される

平成２８年１２月１日から、衣類等の繊維製品の洗

特定業種の事務所で働く労働者に適用される「特定最低

濯表示が新しい JIS L ０００１に規定する記号に変

賃金」が改正されます。

更されました。新しい洗濯表示では新しい洗濯記号が
改正時間額

追加されたり、適用温度が細かく設定されたりするこ

調味料製造業

８６８円

鉄鋼業

９１５円

となどにより、種類が２２種類から４１種類に増えま
した。詳しくは消費者庁の HP をご覧ください。

はん用機械器具、生産用機械器具製造業

８８４円

千葉県特定最低賃金件名

電子部品・デバイス・電子回路、電気機
械器具、情報通信機械器具製造業

洗濯の仕方

漂白の仕方

乾燥の仕方

８８７円
アイロンのかけかた

計量器・測定器・分析機器・試験機・測

クリーニングの種類

これまでの
洗濯表示の例

量機械器具・理化学機械器具製造業、医
療用機械器具・医療用品製造業、光学機

８６９円

械器具・レンズ製造業、時計・同部品製

洗濯の仕方

漂白の仕方

乾燥の仕方

造業、眼鏡製造業
各種商品小売業

８４８円

自動車（新車）小売業

８８０円

タンブル乾燥
アイロンのかけかた

◇問合せ先 千葉労働局労働基準部賃金室
℡０４３−２２１−２３２８

ドライクリーニング

３

自然乾燥

クリーニングの種類

ウェットクリーニング

新しい
洗濯表示の例

暮らしの情報館

菱川師宣記念館では、１月２１日（土）から、開館３０周年記念特別展とし
て「浅井忠・バルビゾン派の画家たち」を開催します。
１９世紀前半、フランス・パリ近郊のバルビゾン村に、ミレー・ルソーなど
といった画家たちが訪れ、自然観察を重視し、身近な森や農村風景を写実的に
描く新しい絵画を誕生させます。彼らは後に「バルビゾン派」と呼ばれるよう
になり、日本画壇や後の印象派等に影響を及ぼします。
今回、千葉県立美術館の特別協力で、日本近代洋画の先駆者と呼ばれる浅井
忠をはじめ、ミレー・ルソー・フォンタネージなどの日本画壇に大きな影響を

浅井 忠「漁婦」

及ぼしたバルビゾン派の作品が記念館にやってきますので、ぜひご覧ください。
◇開催期間 平成２９年 1 月２１日（土）〜３月５日（日） 月曜日休館（祝日の場合翌日）
◇特別展入館料

町内の方：大人 ４００円

小中高校生 無料（町民とわかるものを受付でご提示ください）

町外の方：大人 ６００円

小中高校生 ５００円

※１月１８日、１９日、２０日、３月６日、７日は展示替えのため休館となります。
【ギャラリートーク＆講座の開催】
特別展にあわせ、千葉県立美術館の館長や専門学芸員による講座を行います。わかりやすく解説しますので、
ぜひご参加下さい。※参加される方はご連絡ください。
◆ギャラリートーク（オープンギャラリートーク）
平成２９年１月２１日（土）１３：３０〜 田村俊雄氏（千葉県立美術館長）

会場 菱川師宣記念館

◆講座（フランス・バルビゾン地方の写真を交えた解説）
平成２９年２月４日（土）１３：３０〜 中松れい氏（千葉県立美術館主任上席研究員） 会場 中央公民館
◇申込み・問合せ先 菱川師宣記念館 ℡５５−４０６１

味わいハイキング１４１

１月の新春ハイキングは、きょなんの水仙の香りを楽しん
でいただきます。途中水仙狩りを行います。
◇日時 平成２９年１月７日（土）※雨天時９日（月）
◇場所 佐久間ダム公園無料休憩所前
９：４５集合
◇定員 ５０名
◇参加費

１月１７日（火）９：３０〜１５：００頃

１，５００円

◇集合場所 中央公民館

（弁当代、保険代、水仙狩り代等含む）

◇見学先（佐久間地区）

◇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）

十王堂〜不動橋〜密蔵院〜光明寺〜金銅寺
◇その他・詳細

◇コース
佐久間ダム公園発→大崩→八雲神社→水の台→志駒→
天満神社→石尊山→上畑→横根峠→水仙狩り→大崩→
佐久間ダム公園１５：００頃着予定
◇申込期間 １２月２６日（月）８：３０〜
※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

昼食については後日連絡します。
歩きやすい服装、防寒具を着用してください。
◇申込み・問合せ先
中央公民館℡５５−４１５１
町では
「長生き 生き活き きょな
ん教育」を推進しています♪

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

人など、魅力がたくさんあります。ガイドボラ
◇日時

※定員になり次第締め切ります。

◇協力

源頼朝などに代表される町にゆかりのある著名
ンティアの皆さんが、その魅力をご案内します。

１０：００出発

◇主催 鋸南町味わいハイキング

鋸南町は、素晴らしい文化や歴史，菱川師宣・

鋸南町

℡５５−１５６０

４

暮らしの情報館

安房地区公民館連絡協議会（館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町の公民館で構成）では、ふるさと安房につい
ていろいろ学びたい人のために、各市町の特色を生かした講座を開催しています。

南房総の水産業を中心とした講義などのほか、千葉

午前は「バルビゾン派の画家たち」についての講義、

県総合水産研究センターを見学します。

午後からは菱川師宣記念館を現地見学するほか、佐久

◇開催日

間ダム親水公園で河津桜を楽しみます。

◇時

１月１８日（水）

間 講義

１０：００〜１１：４０

現地学習
◇場

◇開催日

１３：３０〜１５：３０

◇時

間 講義

所 白浜コミュニティセンター

１０：００〜１１：４５

現地学習

千葉県総合水産研究センター

◇講

2 月１４日（火）

◇場

１３：００〜

所 中央公民館・菱川師宣記念館

まちかどミニ博物館

道の駅 保田小学校（トイレ休憩）

道の駅 潮風王国

佐久間ダム親水公園

義 ①明治期にアメリカへ渡った千倉の鮑採取

◇講

義 バルビゾン派の画家たち

②土佐の与一と渡辺久右衛門

◇講

師 洋画家・千葉県美術会会員 溝口 七生氏

◇講

師 ①鈴木政和氏 ②田中和行氏

◇対

象 鋸南町民２５名（先着順）

◇対

象 鋸南町民２５名（先着順）

◇費

用 ４００円（菱川師宣記念館特別展入館料）

◇申込期間 1 月５日（木）８：３０〜

◇申込期間 １月１６日（月）８：３０〜

◇そ の 他

◇その他

昼食は各自で用意、汚れても良い服装で
ご参加ください。社協バスを利用します。

昼食等は各自で用意、動きやすい服装でご
参加ください。社教バスを利用します。

※両講座の日程の詳細は、後日参加者に送付します。

◇申込み・問合せ先

中央公民館

℡５５−４１５１

こどもが一人でも安心して来られる低額または無料

亀田総合病院では、第９回房総がんケアフォーラム

を行います。参加費は無料、どなたでも参加できます。 の食堂であり、居場所としても全国的な広がりを見せ
ている「こども食堂」の取組みをさらに広げていくた
◇日 時 １月１４日（土）

◇場

１３：３０〜１６：３０

めのイベントを開催します。

開場１３：００〜

◇日

時 １月１５日（日）１０：００〜１６：００

◇場

所 千葉市文化センター

◇内

容

所 亀田総合病院 K タワー１３階
ホライゾンホール

◇内

①ＮＰＯ法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク

容 講演、個人作業

理事長

『ライフデザインノートのねらい』
師 亀田医療大学教授

◇定

員 ６０名

③子どもの支援活動者によるリレートークなど

足立智孝先生

◇参加費

無料

◇申込み締切

◇申込み方法

◇定 員 ５００名
１月１０日（火）

◇申込み・問合せ先

電話または FAX で申込み

〒２６０−８５０８ 千葉市中央区千葉港４−３

◇申込み・問合せ先
医療法人鉄蕉会

栗林知絵子氏による講演

②子ども食堂実施者によるパネルディスカッション

『ライフデザインノートを書いてみよう！』
◇講

アートホール

千葉県社会福祉協議会

亀田総合病院

地域福祉推進班内

「広がれ、こども食堂の輪！in ちば」実行委員会事務局

がん拠点病院推進センター
℡０４−７０９９−１２３０

℡０４３−２４５−１１０２

Fax０４−７０９９−１２３１

Fax０４３−２４４−５２０１

５

暮らしの情報館
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 １月１９日（木）１０：００〜１５：００
◇場所 千葉県税理士会館山支部
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

◇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

時 毎週 月曜日・火曜日・木曜日

担当 早野 ℡２３−４１３２

（祝日を除く）9：３０〜１５：３０
◇場

ひとりで悩まずにご相談ください

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

働きたくても働けない、
仕事や生活、
お金のことなど、

済による抵当権抹消登記などの不動産登記

まずはお困り事をお聞かせください。地域の相談窓口が

に関する相談

一緒に考え、解決へのお手伝いをします。ご家族などま

◇予約・問合せ先 千葉地方法務局館山支局

わりの方からの相談でも受付いたします。

℡２２−０６２０

電話だけでなく、直接お越しいただくか、スタッフが
家庭を訪問するなど、相談しやすい方法でお受けいたし
ます。
◇問合せ先
千葉県中核地域生活支援センター ひだまり

次回は、１月４日（水）です。

館山市山本1155（安房地域医療センター内）

◇回収場所 各地区の指定回収場所

℡２８−５６６７（９：００〜１７：００）
土・日・祝日を除く

◇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。
◇日程 平成２９年１月８日（日）

地域の皆様のご理解、ご協力をお願いします。

◇受付 １３：３０〜

◇式典 １４：００〜

◇会場 鋸南町中央公民館（多目的ホール）
◇問合せ先 教育課 生涯学習室 ℡５５−２１２０

〜有 料 広 告 欄 〜
理学療法士による足・靴の無料相談
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

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

