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■投票所（投票時間 午前７時から午後８時まで）

投

票

所

投

票 地 区

第１投票所

町区コミュニティセンター

町、内宿、仁浜

第２投票所

鋸南小学校

両向、本郷、田町、岩井袋

第３投票所

旧佐久間小学校体育館

中佐久間、上佐久間、奥山、大崩

第４投票所

保健福祉総合センター
『すこやか』

本郷浜、中道台、芝台、中原、本郷上、
元名、大帷子下、大帷子上、江月

第５投票所

鋸南町立中央公民館

吉浜、大六

第６投票所

鋸東コミュニティセンター

小保田、市井原、横根

第７投票所

竜島区民会館

竜島

■投票日当日、仕事やレジャーで投票に行けない方は、期日前投票ができます。
◇期

間 ３月１０日（金）から３月２５日（土）までの 土・日・祝日を含む 毎日

◇時
◇場

間 午前８時３０分から午後８時まで
所 鋸南町役場 １階 防災展示室

選挙管理委員会から各家庭に入場券が郵送されます。
投票の際は、入場券を持参してください。
※鋸南町から転出した方については、入場券の発行はいたしませんので、ご注意願います。

なお、万一紛失した場合や、入場券が届かなかった場合でも、本人であることが確認できれば投票できま
す。投票所の受付で入場券の再発行をしますのでお申し出ください。
最近転入して来られた方へ
３月２６日の千葉県知事選挙において、平成２８年１２月９日（金）以降、千葉県内の他の市町村から鋸
南町に転入して来られた方で、住所の移転が市町村を単位として１回であることなど所定の要件に該当する
方は、旧住所地で投票できる場合があります。
なお、この場合、投票の際には、市区町村長が発行する「引き続き県内に住所を有することの証明書」の
提示が必要となります。
また、あらかじめ旧住所地の選挙管理委員会から投票用紙等を取得し、鋸南町の選挙管理委員会で不在者
投票を行うこともできます。詳しくは、選挙管理委員会にお問合せください。

大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。
■選挙に関する問合せ先

鋸南町選挙管理委員会

℡５５−４８０１（Fax５５−１３４２）

菱川師宣記念館では、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」を開催しています。
◇開催期間 ３月５日（日）まで
◇特別展入館料

月曜日休館

町内の方：大人４００円

※３月６日、７日は展示替えのため休館となります。

小中高生無料 町外の方：大人６００円 小中高生５００円

◇問合せ先 菱川師宣記念館 ℡５５−４０６１

１

暮らしの情報館

今年も鋸南町花まつり実行委員会の主催により、桜まつり「にぎわいイベント」を開催します。
当日は、ダム公園および周辺の混雑が予想されますので、シャトルバスまたは町営循環バスをご利用の上、
ご来場ください。
◇開催日

４月２日（日）１０：００〜 ※荒天時中止 ◇場

◇内 容

各種アトラクション及び商工会青年部による大抽選会 など

鋸南町役場、旧佐久間小学校、すこやかより

所

佐久間ダム公園 都市・農村交流広場

●申込方法
鋸南町観光協会保田駅前観光案内所備え付けの出店申込

次のダイヤで運行します。料金は、無料です。
午前の復路便をご利用の場合、折り返しバスを

書にご記入の上、お申し込みください。

利用することができますが、時間は不確定です。

●受付期間 ３月１日（水）〜３月１２日（日）

鋸南町役場
旧佐久間小
すこやか
佐久間ダム
（復路）

９：００、１０：００、
１１：００、１２：００
９：２０、１０：２０、
１１：２０、１２：２０
９：００、１０：００、
１１：００、１２：００
１４：００〜１６：３０の間
折り返し運行

◇申込み・問合せ先
鋸南町観光協会保田駅前観光案内所 ℡５５−１６８３

第１１回ミュージックフォーエバー

南総フェスティバル

鋸南町と地域ボランティアで取り組んだ頼朝桜植

〜Ｂｒａｓｓ

栽の取り組みの歩みや、地域資源である頼朝桜を発信

ｏｎ

Ｓｔａｇｅ！〜

地元の中学校吹奏楽部と、全日本高等学校吹奏楽大会

するために始まった竹灯篭まつりを紹介する展示を

グランプリなど数々の受賞歴を誇る柏市立柏高等学校

行います。

〈頼朝桜展〉◇期間 ２月２２日（水）〜３月２日（木） 吹奏楽部の共演によるコンサートが開催されます。
◇日時 ３月２０日（月・祝）
１０：００〜１７：００
開場１３：３０

◇場所 道の駅保田小学校ギャラリー

開演１４：００

☆２２日・２４日は絵灯篭づくり体験（参加費無料）
、 ◇場所 千葉県南総文化ホール（大ホール）
２５日・２６日は頼朝桜の草木染めを使った髪留めシ ◇入場料 無料
ュシュづくり体験（体験料５００円）もギャラリー内

◇出演 鋸南・富浦・富山 各中学校吹奏楽部
柏市立柏高等学校吹奏楽部

で開催します。

（１０：００〜１２：００、１３：００〜１５：００） ◇主催 千葉県南総文化ホール
◇助成 平成２８年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
◇主催 千葉鋸南日本花の会
◇問合せ先

保田川頼朝桜の里づくり実行委員会
協力 ようこそ鋸南プロジェクト

千葉県南総文化ホール

℡２２−１８１１

鋸南町食生活改善協議会と保健福祉課で、運動習慣を身につけるためのウォーキングを開催します。希望者は
ポールウォーキングも可能です。春を感じながら楽しく歩きましょう！終了後、推進員特製の〝おしるこ〟を提
供予定です♪ぜひご参加下さい。
◇日時 ３月７日（火）１３：３０〜１５：３０※雨天中止
◇服装 動きやすい服装、帽子 ◇持ち物
◇費用 無料
◇その他

◇集合場所

すこやか ◇コース 保田川周辺

汗拭きタオル、飲み物（お持ちの方はポール）

◇申込締切 ３月３日（金）

ご希望の方にはポールを無料でお貸しします（先着２５組）
。未経験の方には当日ご指導します。

◇申込み・問合せ先

保健福祉課 健康推進室 ℡５０−１１７２（土日祝除く）

２

暮らしの情報館

わ ご う え ん

香取市を拠点に野菜等の販売、加工事業で年商５０億円を売り上げる農家グループを築いた「農事組合法人
和郷園」の代表理事を務められる木内 博一氏をお招きし、講演会を行います。
■木内 博一氏 略歴
１９６７年 千葉県生まれ １９９０年 農林水産省農業者大学校卒業後、就農
１９９６年 有限会社和郷（現 株式会社和郷）設立
１９９８年 農事組合法人和郷園を設立、有志５名で野菜の産直を開始
「和のマネジメントと郷の精神」で約９０の農家をグループ化、約５０社の取引先に
共通ブランドの野菜を販売。流通、加工事業を含めグループの年商約５０億円
２００２年 第２７回山崎記念農業賞受賞
２００４年 千葉県農業奨励賞受賞
２００５年 第１０回環境保全型農業推進コンクール優秀賞受賞
２００８年 文化の日千葉県農林水産功労者賞受賞

◇日

時

３月１５日（水）

１５：００〜１７：００
◇場

所

中央公民館 ２階講座室

◇料

金

無料

◇問合せ先 総務企画課 企画財政室

２００９年 第１４回「千葉元気印企業大賞」地域環境貢献賞受賞、
ハイ・サービス日本３００選を受賞
２０１０年 千葉県ベンチャー企業経営者表彰 優秀社長賞受賞
経済産業省「クールジャパン官民有識者会議」委員
千葉大学大学院園芸学研究科非常勤講師
『ＮＨＫプロフェッショナル仕事の流儀』出演

℡５５−４８０１

鴨川市社会福祉協議会権利擁護推進センターでは、高
齢者や障害のある方などの日常的な金銭管理や成年後
見制度に関するご相談をお受けしています。権利擁護や

現在、個人や団体・グループ、事業者それぞれの方が

成年後見制度に関する研修会を次のとおり行います。

体験事業のサービスを行っていると思います。町では、

◇日時 ３月１８日（土）１３：３０〜１５：３０

体験プログラム等推進協議会を組織し、地方創生交付金

◇場所 鴨川市ふれあいセンター

を用いて、体験プログラム・メニュー構築のシステム化

◇内容
シンポジウム

を検討しております。
あなたにもできる『成年後見人』

「農業」
「漁業」や「ものづくり」
、
「自然」など体験事

〜市民後見人ってなに？〜

業を既にお客様に提供している方、新規でやってみたい

市民同士がお互いに支え合う仕組みについて、実際に

方、また興味がある方を対象に説明会を開催します。

活動をされている方をお呼びして事例をお話いただき
わかりやすく理解していただきます。
このほか、来年度開催予定の市民後見人養成講座につ

皆さんのお越しをお待ちしております。興味のある方
は、以下までご連絡ください。
◇日時 ３月１３日（月）１８：００〜

いての説明があります。

◇場所 中央公民館

◇料金 無料

◇問合せ先

◇申込方法

総務企画課 企画財政室 ℡５５−４８０１

鋸南町保健福祉総合センターすこやかに備え付けの
申込書に必要事項を記入のうえ、３月１０日（金）まで
に鴨川市社会福祉協議会へ持参またはＦax。
◇申込み・問合せ先

２階 講座室

鴨川市社会福祉協議会

℡０４−７０９３−０６０６
Ｆａｘ０４−７０９３−０６２３

３

暮らしの情報館

飲み込みがうまくできなくなると、肺炎や窒息を

保健推進員は町長が委嘱する協議会に所属し、健康に関

起こす危険があり、十分な水分や栄養がとれず、食

する情報提供や町の各種保健事業に協力して町民の皆さ

べる楽しみも奪われてしまいます。そのような時に

んの健康づくりを支える活動をしています。現在は 1２名

は飲み込みしやすい姿勢、調理の工夫が必要です。

の方が、歯科保健に重点をおき、小さいお子さんを対象と

食事中、食後にむせや咳が多い方、ぜひ、この機会

する人形劇や、おとなの方を対象に大喜利などの発表、総

に学んでみませんか。

合検診会場での協力、健康増進についての研修などを実施

◇日時 ３月１日（水）１０：００〜１４：３０

しています。今後健康づくりを広めていくために、保健推

◇場所 すこやか ２階

調理実習室
進員の増員が必要ですので以下の要領で募集します。
◇内容 嚥下困難と食事について（講話・調理実習） ◇対象者
◇講師 亀田総合病院 言語聴覚士・管理栄養士
２０歳以上の町民で健康づくりに関心のある方
◇対象者

◇募集人数 若干名

介護をしている方、介護に関心のある方等
◇持ち物

三角巾、エプロン

◇申込み・問合せ先
保健福祉総合センター
℡５０−１１７２

◇申込方法 保健福祉課へ電話等で申し込み
◇その他

締め切りは特にありません。申込希望のあった

方から、随時保健推進員の研修会に参加していただきま
すこやか

す。委嘱については相談の上、決定します。
◇申込み・問合せ先

保健福祉課 健康推進室

℡５０−１１７２ Ｆａｘ ５５−４１４８

３月１日から７日までの７日間、春の全国火災予防運動が実施されます。
この運動は、火災が発生しやすい春先を迎え、住民の方々に火災予防の意識を高めていただくことにより、
火災の発生・拡大を防止し、火災から尊い生命と貴重な財産を守ることを目的としています。
火災の発生を未然に防ぎ、発生した際の被害を最小限に食い止めるために、家族、地域ぐるみで防火意識を
高めましょう。

ほとんどの火災は、不注意や不始末です！！

消防団による防火広報の実施について
町消防団では火災予防運動期間中に女性消防団員
による防火広報を毎日実施します。
また、３月５日（日）１０：００から消防団車両に
よる防火パレードを実施します。

４

暮らしの情報館

認知症は歳をとれば誰にも起こりうる身近な病気です。

最近、10 年前に比べ高齢者の身体能力が 10 歳

６５歳以上の方の５人に１人、８０歳以上の方の２．５人

ほど若返っていると言われています。楽しく身体を

に１人は認知症になると言われています。

動かし、さらなる若返りに挑戦してみませんか。

認知症の予防・診断・治療・対応についてぜひ、この機

◇日時 ３月６日（月）１０：００〜１２：００

会に学んでみませんか。

◇場所 鋸南町中央公民館 多目的ホール

◇日時 ３月１３日（月）１３：３０〜１５：３０

◇内容 身近なものを使った楽しい健康運動

◇場所 すこやか １階

◇講師 国際武道大学教授 中島

集団指導室

◇内容 認知症の予防・診断・治療・対応について

一郎

先生

◇対象者

◇講師

介護予防リーダー、健康づくりに関心のある方

東条メンタルホスピタル

◇持ち物

認知症疾患医療センター長

金井 重人先生

水分補給用の飲み物・汗ふきタオル・室内履き

◇対象者

※運動のしやすい服装でお出で下さい

介護予防リーダー、認知症に関心のある方、介護者等
◇申込み・問合せ先
保健福祉総合センター
℡５０−１１７２

◇申込み・問合せ先
保健福祉総合センター
℡５０−１１７２

すこやか

すこやか

図書データベース化に伴い、現在ご利用の貸出券は、４月よりカードになる予定です。図書をご利用の皆様
には個人情報の登録を改めてお願いしています。今後、図書室の本の貸し出しを希望する方で、平成２８年度
以降に個人情報の登録をされていない方は職員にお申し出ください。

●今月のお薦め

大人が読みたい絵本コーナー設置！！

子どもの頃読みたかったあの絵本、今話題のあの絵本を、素敵な挿絵で読んでみませんか？
「アンデルセン童話全集」
「不思議の国のアリス」
「グリム童話集」
「銀河鉄道の夜」他
「えんとつ町のプペル」
「Ｄｒ．インクの星空キネマ」
「オルゴールワールド」他

やづき み

ち こ

にしのあきひろ

よねざわ ほのぶ

はたけやま うしお

「明日の食卓」椰月美智子・
「地の底の記憶」 畠山 丑雄
「いまさら翼といわれても」米澤穂信・
・
チェシル

さくらば かずき

ありかわひろ

「アンマーとぼくら」有川浩
「ジニのパズル」崔実・
「ＧＯＳＩＣＫ」桜庭一樹・
・
たかもり

みゆき

ひがしのけい ご

いのうえ あれの

「綴られる愛人」井上荒野
「お手がみください」髙森美由紀・
「危険なビーナス」
「恋のゴンドラ」東野圭吾・
・
むらやま ゆか

ゆづき ゆうこ

もり えと

もろた れいこ

「みかづき」森絵都・「梅もどき」諸田玲子
「ラヴィアンローズ」村山由佳・
「慈雨」柚月裕子・
・
よしかわやすひさ

はらだ

いけいど じゅん

「陸王」池井戸 潤
「坊ちゃんのそれから」芳川泰久・
「リーチ先生」原田マハ・
・
かわむら げんき

つじむら みづき

にし か

な こ

「i」西加奈子
「四月になれば彼女は」川村元気・
「東京會舘とわたし」上下 辻村深月・
・
むらた

さやか

わだ

ひろみ

あさい

つはら やすみ

「エスカルゴ兄弟」津原泰水
「消滅世界」村田沙耶香・「ママの人生」和田裕美・「何様」朝井リョウ・
・
あやせ

ありすがわ あ り す

おおさきこずえ

「よっつ屋根の下」大崎 梢
「やがて海へと届く」彩瀬まる・
「鍵の掛かった男」有栖川有栖・
・
しんかいまこと

さとう あいこ

「九十歳。何がめでたい」佐藤愛子
「ほしのこえ」
「秒速５センチメートル」
「言葉の庭」
「君の名は」新海 誠 ・
・
よしもと

「イヤシノウタ」吉本ばなな・
「ハリー・ポッターと呪いの子」JK.ローリング
・

その他多数入荷

※その他、新刊本が多数入荷しています！詳しくは鋸南町ホームページをご覧ください。
◇問合せ先 中央公民館

℡５５−４１５１

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 ３月２１日（火）１０：００〜１５：００
千葉地方法務局館山支局では、次のとおり予約制の ◇場所 イオンタウン館山
登記に関する相談を行っています。
◇相談内容 税金全般に関すること
◇日

時 毎週 月曜日・火曜日・木曜日

◇予約・問合せ先 千葉県税理士会館山支部

（祝日を除く）9：３０〜１５：３０
◇場

担当 早野 ℡２３−４１３２

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

次回は、３月１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。
佐久間ダム周辺を会場に、リレーマラソンを行いま
す。周辺にお住いの皆様には、一時的に車両の通行に
支障をきたす時間がございます。大変申し訳ありませ
んがご理解とご協力をお願いします。
◇日時 ４月１５日（土）雨天決行
開会式９：００〜

◇実 施 日 ３月１４日（火）
◇場
役

◇会場 佐久間ダム周辺
★参加者とボランティアスタッフを募集しています★
◇参加募集締切

３月５日（日）

所
場 １０：００〜１１：４５

すこやか １３：４５〜１６：００
◇問合せ先 保健福祉課

◇申込み・問合せ先 鋸南クロススポーツクラブ
℡５５−３７１４

℡５０−１１７２

〜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

