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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。緊急時の自動放送を正常に作動させる訓練であり、住民の皆さまが行動する必要はあ
りません。
◇実施日時 ７月５日（水）１０：１５頃
◇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回繰り返し
「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、全国的に情報伝達訓練が実施されます。
※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

農業委員会では、①地域の農地利用の確認、②遊休農地の実態把握と発生防止・解消、③違反
転用発生防止・早期発見を目的に毎年、町内全域で「農地パトロール（利用状況調査）」を実施し
ます。
（農地法第３０条）
この調査は、平成２８年４月１日に改正農業委員会法が施行され、
「農地利用の適正化」が農業
委員会で必須業務となったことを踏まえ、重要な取組みの一つとなりました。
調査は、平成２９年７月から９月末にかけて実施します。
調査の方法は、地区の農業委員や農地利用最適化推進委員、担当職員が農地を見回り、耕作の
状況などを見て、
「遊休農地（荒廃農地）
」かどうかを判断します。
皆様の農地へ立ち入り調査することや、お話をお伺いすることもございますので、ご理解とご
協力をお願いいたします。
◇問合せ先 農業委員会事務局（地域振興課内）

℡５５−４８０５
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暮らしの情報館
味わいハイキング１４７

７月の味わいハイキングの例会は、鴨川から鋸南までのオールナイトハイキングです。
鴨川で夕日、鋸南で朝日を見る房総半島ならではのハイキングです。星空を眺め、歩きませんか。思
い出に残るハイキングになると思います。約３３キロのコースです。体調を整えて参加してください。
◇実施日
７月１５日（土） ＊雨天の場合 １６日（日）
◇集合場所 鋸南町役場 １６：１５集合
１６：３０出発
＊車の方は、鋸南町役場に止めてくだい ＊電車の場合、最寄りの駅は安房勝山駅です。
◇募集人数 ５０人
◇会 費
４，５００円（会費、夕食・夜食・朝食代、保険代、バス代含む）
◇持ち物
飲み物、保険証、雨具の用意
◇案内人
川崎勝丸氏（千葉県山岳史研究会）
◇コース
下記のとおり
約３３キロ
鋸南町役場発（16：30 バスで鴨川まで移動）→ 鴨川一戦場公園 → 魚見塚展望台→ 嶺岡林道
夕食→ 酪農の里→ 嶺岡林道→ 竜島海岸→ 鋸南町役場着６：００頃着予定

→

◇主催
鋸南町味わいハイキング
協力
鋸南町
◇申込み先 鋸南町地域振興課まちづくり推進室 ℡０４７０−５５ １５６０直通
◇申込締切 定員になり次第締め切らせていただきます。
７月のハイキングの受付は、６月２９日（木）８：３０からです。
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。
安房３市１町とハローワーク館山が連携し、安房地域の人
手不足の企業と求職者のマッチングイベントを開催します。
参加費無料、当日参加 OK。希望者は面接可能。雇用保険受
給中の方は、求職活動実績にカウントされます。
◇日

時

◇会
◇対
◇定
◇内

場
象
員
容

７月２１日（金）
１３：３０〜１７：００
（受付開始 13：００〜）
館山市コミュニティーセンター
安房地域のお仕事を探している方
５０人程度（先着順）
各企業（１８社程度）ブースでの企業
説明、個別採用面接など

※申込書は市役所ロビー、 渚の駅 たてやま、
ハローワーク館山で配布。ホームページからも
ダウンロードできます。
◇申込・問合せ先
館山市商工観光課
〒２９４−００３６ 館山市館山１５６４−１
℡ ２２−３１３６／ＦＡＸ ２４−２４０４
ホームページ
http://www.city.tateyama.chiba.jp/shoukan/
page000001.html

◇申込方法
参加申込書に必要事項を記入の上、メール、ＦＡＸ
または郵送でお申込み下さい。

中央公民館主催教室として、
「ヨガ教室」を開催します。
初めての方大歓迎！
自分の体と向き合い、リラックスした時間を過ごしましょう。ぜひ、ご参加下さい。
◇日

程

◇場
所
◇対
象
◇定
員
◇申込期間

７月２１日〜９月１日の毎週金曜日
１０：００〜１２：００（全６回）
※８月１１日（金）はお休みです
中央公民館 ２階 和室（１・２）
一般成人
２０名（先着順）
７月３日（月）〜７月１４日（金）
※土・日・祝日は除く

◇参 加 費
◇講
師
◇持 ち 物

なし
ヨガインストラクター 東 千恵先生
ヨガマット（なければバスタオル）
タオル・飲み物

◇申込・問合せ先
中央公民館 ℡５５−４１５１

２

暮らしの情報館

ひとりで悩まずにご相談ください

買い物お助け帳をご活用ください

仕事や生活、お金のことなど困りごとを共に考え、支援します
働きたくても働けない、住むところがないなど、まずはお困り
ごとをお聞かせください。
地域の相談窓口が一緒に考え、解決へのお手伝いをします。
ご家族など周りの方からの相談でも受付いたします。
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
館山市山本１１５５（安房地域医療センター内）
℡ ２８−５６６７
９：００〜１７：００（土・日・祝日を除く）

■鋸南町保健福祉課 福祉支援室
℡ ５０−１１７２
８：３０〜１７：１５（土・日・祝日を除く）

千葉いのちの談話対面相談員が、自死遺族をはじ
め重たいものを抱えた方の相談を匿名で受けます。

１３：３０〜１６：３０
講演は１４:４０終了・その後個別面談
館山市コミュニティセンター

◇参加費

無料

◇講 師

社会福祉法人千葉いのちの電話

℡５５−３６９１

７月８日（土）は、勝山地区祭礼が行われます。
勝山漁業協同組合前に屋台が一堂に集まり、合同
祭礼（年番引継ぎ式１９：００〜１９：４０）が
行われますので、お誘い合わせのうえご来場くだ
さい。

７月１４日（金）

◇会 場

◇問合せ先
鋸南町商工会

勝山地区
祭礼のお知らせ

『遺された いたみ とともに』

◇日 時

鋸南町商工会では、商品を配達してもら
うことで、日々のお買い物が便利にできる
ように「鋸南町買い物お助け帳」を作成し
ました。
このたび配布されたテレパル５０電話
帳の A１９〜A２１に掲載していますの
で、ぜひご活用ください。
詳細については、各掲載店にお尋ねくだ
さい。

勝山地区内では、神輿、御船、屋台の引きまわ
しが行われます。通行の妨げになるとともに危険
ですので、前日および当日は周辺の路上に車両を
駐車しないようお願いします。

自死遺族支援担当者

勝山地区合同祭礼役員会

「共に自分らしく暮らす」を考える会の開催について
平成２９年 3 月３０日の講演会にて、藤原佳典先生からいただいたご提案や意見交換会の結果をもとに、
鋸南町と一体になって「共に自分らしく暮らせる町」になるために、
「自分のために、相手のために、地域
のために、三方よし」を考えていただきたいと存じます。
前回の講演会に不参加でも、全日程ご参加いただけなくても、興味のある方はどなたでも参加いただけ
ますので、よろしくお願いいたします。
なお、準備の都合上、ご参加いただける場合は、前日までにお申込みください。
◇日程
◇場所
◇内容

６月３０日（金）１３：３０〜１５：００
保健福祉総合センターすこやか １階 集団指導室
「共に自分らしく暮らせる町」になるために
「自分のために、相手のために、地域のために三方よし」
◇申込・問合せ先 保健福祉課地域支援包括センター ℡５０−１１７２
<今後の予定>
・ ８月３１日（木）
１３：３０〜１５：００ ボランティアセンター研修室
・１１月３０日（木）
１３：３０〜１５：００ ボランティアセンター研修室
・平成３０年２月２３日（金） １３：３０〜１５：００ 保健福祉総合センターすこやか

３

１階

集団指導室

暮らしの情報館

次回は、７月５日（水）です。
◇実 施 日 ７月５日（水）
◇時間・場所 １０：００〜１１：４５ 役場
１３：４５〜１６：００ すこやか
◇問 合 せ 先 保健福祉課 福祉支援室
℡５０−１１７２

◇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。

法務局よりお知らせ
法定相続情報証明制度について

登記相談(予約制)
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。

平成２９年５月２９日から、全国の法務局で各種相続
手続きに利用できる法定相続情報証明制度が始まりまし

◇日

時 毎週 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

た。この制度の利用により、各種相続手続きの際に戸籍
謄本の束を何度も出しなおす必要が無くなります。
詳しくはお問い合わせいただくか、法務局のホームペ
ージをご覧ください。
◇法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp

〜有 料 広 告 欄 〜
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。

鋸山 日本寺 職員募集のお知らせ

◇日

７月１１日（火）、８月８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：長谷川 ℡２３−４１３２

日本寺では現在若干名の職員を募集しております。
境内清掃、草刈り、受付業務等のお仕事です。
お電話にて連絡の上、履歴書をお持ちください。
鋸山日本寺 鋸南町元名１８４−４
電話 ０４７０−５５−１１０３

千葉県南総文化ホール 大ホール
チケット全席指定・税込7,560円

数々のヒット曲を世に送り出し、

開場 16：30
開演 17：00

音楽界の誰もが認める歌声と美しい

2017年9月9日（土）

玉置浩二の３０周年記念コンサートを

~30thAnniversaryTour2017~

メロディーで多くのファンを魅了する

お贈りします。

玉置浩二

ALL TIME BEST「30」

時

※4歳未満のお子様のご入場はご遠慮いただいております。（4歳以上チケット必要）
主催：千葉県南総文化ホール 協力：キョードー東京 企画制作：グレートデン／カリントファクトリー
後援：館山市／鴨川市／南房総市／鋸南町／房日新聞社

お問合せ・電話予約 TEL.0470-22-1811

町公式ホームページのバナー広告も募集しています。
詳しくは以下へお問合せください。
◇問合せ先 総務企画課 企画財政室 ℡５５−４８０１
４

