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さあ、待ちに待った夏休みです！子どもたちには健康・
安全に注意し、充実した生活を送って欲しいと思います。
標語づくりでは今年度も多数の応募があり、次のとおり入選者が決定しました。暑さに負けず、この
夏も「あいさつ」と「早寝・早起き・朝ごはん」を忘れずに実行していきましょう！

あいさつ運動最優秀作品

（鋸南小 二年
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元気良く 相手の目を見て 「こんにちは！」 （鋸南中三年
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早ね 早起き 朝ごはん 家族の幸せ 三拍子 （鋸南小四年 髙濱 紗音）

朝ご飯 家族の笑顔が 見える朝

青少年育成鋸南町民会議

鋸南町生徒指導推進協議会

鋸南町教育委員会

この『鋸南町こども１１０番』は、子どもたちが困った時や助けが欲しい時の目印になる
ものです。町民の皆様には、ぜひこの趣旨をご理解いただき、ご協力お願いいたします。
鋸南町こども１１０番シールの必要な方は、鋸南小または鋸南町教育委員会までご連絡く
ださい。
◇青少年育成鋸南町民会議（教育委員会内）℡５５−２１２０（Fax５５−１５８５）
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◇開 催 日 【展示・実演】１０月２８日（土）、１０月２９日（日） 【芸能・実演】１０月２９日（日）
◇場
所 中央公民館
◇申込方法 出展・出演を希望する方は中央公民館に電話で申し込みください。
芸能の出演代表者の方には出演題目等の調査をお送りしますので、
ご記入のうえ期日までにお出しください。
◇申込締切 ８月１０日（木）
◇実行委員会会議について
申し込みをされた方は、個人・団体にかかわらず文化祭実行委員となります。
８月２２日（火）１８：３０から中央公民館で芸能の部参加の方は、プログラム協議を行います。
※９月２６日（火）１８：３０から公民館で全体の文化祭実行委員会を開催しますので、代表者または
代理の方は必ず出席してください。
◇申込み・問合せ先 中央公民館 ℡５５−４１５１

生徒・児童が、学校や家庭、地域社会における日常生活の中で、ボランティア活動等を通じて、
思いやりや助け合いの心など、福祉について学んだこと、感じたことを内容とする作文や標語を下
記により募集します。

◇対象者

◇応募方法

①鋸南小学校児童

鋸南町社会福祉協議会へ持参又は郵送

②鋸南中学校生徒

〒２９９−１９０２

③鋸南町在住で、他市の小・中学校に通う児童・生徒

鋸南町保田５６０（℡５０−１１７４）

◇応募作品
①作文の部
Ｂ４版縦書き４００字詰め原稿用紙で、２〜４枚。
題名、学校名、学年、氏名を記入し、本文を書いてください。
②標語の部
Ｂ５番用紙に縦書きで、作品は１枚の用紙に１点とする。
学校名、学年、氏名を書いてから標語を書いてください。

◇締切 ９月２９日（金）まで
◇その他
・優秀作品は、平成３０年１月に開催予定の鋸南町社会福祉大会で表彰させていただきます。
・特に優秀な作文については、福祉大会の席上で発表していただきます。
・優秀標語の最優秀賞は、福祉大会のスローガンに使わせていただきます。
・応募いただいた作品は返却いたしません。

今年８月１日からご使用いただく新しい保険証を７月末までに郵
送でお届けします。８月１日以降、医療機関等で受診される際は、
新しい保険証（緑色）をご使用ください。
◇問合せ先 税務住民課 住民保険室 ℡５５−２１１２

２
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勝山学園では、今年も納涼大会を開催します。
ぜひご来場ください。

「ミニオンズ」の映画上映会を行います！

◇日

時 ８月２０日（日）
１７：００〜２０：００
◇場
所 勝山学園グラウンド※雨天時は体育館
◇模 擬 店 焼きそば、チキンバスケット、
かき氷、らくがきせんべい、
ゲームコーナーなど
チケットは、１綴り３００円です。
当日１６：３０から販売します。
◇そ の 他 納涼大会をお手伝いしていただけるボ
ランティアを募集しています。
◇問合せ先 東京都勝山学園納涼大会実行員会
℡５５−０５４１
F a５５−０５４３
担当：与田 翼

世界中で人気のキャラクター「ミニオン」が主
役のアニメーション映画。今作では、ミニオンの
起源に迫るストーリーから、その正体がついに明
かされる！？また、舞台となる１９６０年代の文
化や使用されている音楽など、お子さんと一緒に
大人も楽しめる作品となっています。
入場料は無料です。ぜひお越しください。
◇日 時 ８月３日（木）
１３：３０〜１５：００
１８：３０〜２０：００
◇場 所 亀田医療大学学生会館４階
◇問合せ先 亀田医療大学
℡０４−７０９９−１２１１

「ちびっこ料理教室」参加者募集！
食生活改善協議会では、未就学のお子さんと保護者を対象に「ちびっこ料理教室」を開催します。
はじめてお料理するお子さんでも大丈夫！難しいところはお手伝いをいたします。楽しくお料理して
みましょう！
◇日時
◇場所
◇メニュー（予定）
◇参加費
◇持ち物
◇申込期間
◇申込み・問合せ先

平成２９年８月２２日（火） １０：００〜１３：００
道の駅保田小学校 みんなの家庭科室
サラダクレープ、クラムチャウダー、チョコプリン
大人３００円/人、子ども１００円/人
エプロン、三角巾、手拭タオル、冷たい飲み物、上履き（お子さんのみ）
７月２４日（月）〜８月１５日（火）
保健福祉課 健康推進室 ℡５０−１１７２（土日祝除く）

「気軽に集える居場所づくり」を考えませんか？
平成２９年２月２４日に認知症の方やその家族、支援者が気軽に集える居場所について、意見や自
分ができることを出し合い、考えました。今後は、
「気軽に誰でも集える居場所」の実施にむけての話
し合いをおこなっていきます。
前回の会に不参加でも、一緒に考え行動していただける方は、どなたでも参加いただけます。
なお、準備の都合上、ご参加の場合は、前日までに下記申込先へご連絡ください。
◇日 程 平成２９年７月２８日（金）１３：３０〜１５：００
◇場 所 鋸南町保健福祉総合センターすこやか１階集団指導室
◇内 容 「気軽に集える居場所づくり」の実現にむけての話し合い
◇申込み・問合せ先 保健福祉課 地域包括支援センター ℡５０−１１７２
＜今後の予定＞
・１０月２０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
・平成３０年１月１９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
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第４回 高齢者学級のお知らせ
町では結婚５０周年を迎えられるご夫婦に対し、
記念祝賀会を開催して記念品を贈呈しています。
該当される方は、保健福祉課までご連絡くださ
い。（記念祝賀会は１０月１７日（火）予定です）
◇対象者
昭和４２年９月１日〜昭和４３年８月３１日まで
に結婚されたご夫婦
◇申込期間 ８月２１日（月）まで
◇問合せ先
保健福祉課 ℡５０−１１７２
Fax５５−４１４８

国道１２７号

◇日 程 平成２９年８月８日（火）
１０：００〜１２：００
◇場 所 鋸南町立中央公民館 視聴覚室
◇内 容 火垂るの墓 上映会（９０分）
火垂るの墓は野坂昭如さんの戦争体験
を題材とした原作を元に、高畑勲監督
がアニメ化した作品になります。
◇申 込 ７月２７日（木）〜８月４日（金）
◇定 員 ４０名
◇申込み先 教育課 生涯学習室
℡５５ ２１２０

勝山橋歩道橋の開通について

道路の路肩が狭く、歩行者の方々が危険を感じていた国道１２７号の勝山橋区間
について、専用の歩道橋の整備を進めておりましたが、７月１８日から通行が可能
となりました。
自転車の方は自転車を降りて通行するなど、歩道橋を利用される方は他の利用者
の安全に配慮して利用いただけますようお願いいたします。

南房総広域水道企業団
職員採用試験を実施します
◇募集職種
◇予定人数
◇一次試験
◇試験会場

土木技術職（上級・初級）
各若干名
９月１７日（日）
いすみ市大原文化センター
（いすみ市大原７８３８）
◇申込期間 ７月２４日（月）〜８月７日（月）
※郵送の場合は８月７日消印有効
上級職、初級職で受験資格が異なりますので、詳
細は受験案内または南房総広域水道企業団ホー
ムページでご確認ください。
受験案内、試験申込書等は、ホームページからダ
ウンロードできます。
◇申込・問合せ先
南房総広域水道企業団業務課総務班
℡０４７０−８２−５６５１
〒２９８−０２２８
夷隅郡大多喜町小谷松５００番地
http://www.m-sui.jp/

臨時職員の募集
鋸南町建設水道課では、次の通り臨時職員を募集します。
◇勤務先

鋸南町役場 建設水道課 建設環境室
〒２９９−２１９２
鋸南町下佐久間３４５８
◇業務内容 建築確認申請の受付など、一般事務を担当
していただきます。
◇勤務時間 月曜日から金曜日
（週５日 ８：３０〜１７：１５まで）
◇賃金
日給６，９５９円
◇募集人員 １名
◇雇用期間 委細面談
◇受付期間 ７月２０日（木）〜８月１０日（木）
※土・日・夜間を除く
履歴書を添えて、建設水道課建設環境室
へお申込み下さい。
（持ち込み・郵送可）
◇選考方法 書類選考・面接試験により決定します。
※面接の日時は、後日連絡します。
◇その他
雇用者が決定次第、募集を終了します。
◇問合せ先 建設水道課 建設環境室
℡５５−２１３３
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ごみの野焼きはやめましょう
野焼きは法律で禁止されています。
廃棄物処理法に基づき、家庭や事業所から出たごみを庭や空き地に置いたドラム缶やブロック
で囲んだ焼却炉を使用しての野外焼却（いわゆる「野焼き」
）は、一部の例外を除き、禁止され
ています。

野焼き禁止の例外
①農業を営むためやむを得ないものとして行われるもの
（やむを得ないものの例：わら屑、収穫の終えた野菜・花き・土手の草の処分による焼却）
※廃プラスチック等の資材は、焼却できません。
②風俗習慣上、又は宗教上の行事を行うもの
③災害の予防、応急対策又は復旧のために必要なもの
④国等公共団体が、その施設の管理を行うために必要なもの
⑤たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
※例外として認められている場合でも、むやみに燃やしていいという事ではありません。
風向き・燃やす量・時間帯等にくれぐれも注意して必要最小限で行ってください。
また、野焼きは不十分な消火などによる火災の発生や、大量に発生する煙やにおいが近所の方か
らの苦情につながります。
煙や悪臭などで苦情が出た場合は、近隣の生活環境に悪影響を及ぼすということで、
「廃棄物の処
理及び清掃に関する法律」により違反となります。
廃棄物の適正な処理を行い、自然環境・生活環境が保全されるよう、町民の皆様のご理解とご協
力をお願いいたします。
◇問合せ先
建設水道課 建設環境室
℡５５−２１３３

空き家問題講演会を実施します！
わたしたちが良く目にする空き家問題

本当の課題は日本社会の構造と大きなつながり

があります。
鋸南町の空き家対策を考える第一歩として、本当の空き家問題について考えてみませんか？
参加無料、事前申し込みは不要です。
◇日

時

８月 9 日（水） １４：００〜１６：００

◇会

場

中央公民館２階 講座室

◇講

師

前国土交通省政務統括官

◇演

題

人口減少下の国土の課題〜空き家、空き地、所有者不明土地など〜

◇主

催

鋸南町空き家等対策協議会

◇問合せ先

総務企画課

舘 逸志

℡５５−４８０１
５

氏
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サルの捕獲作業について

麻酔銃使用

千葉県では、ニホンザルやアカゲザルとニホンザルとの交雑種による農作物被害や生態系被害の
防止を目的として、サルの群れの行動域を把握し効率的な防除に繋げるために、下記のとおり調査
捕獲を実施いたします。
安全には十分配慮しますが、あわせて皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

記
期間：平成２９年７月２４日（月）〜平成３０年３月３０日（金）のうち数日間
（原則としてニホンザルのオトナのメスを各地域で１〜３頭捕獲した時点で終了）
場所：鋸南町、南房総市富山地区でニホンザルの群れが分布する地域
（人や家畜に危険となる場所では麻酔銃を使用しません）
方法：麻酔銃（県が委託した業者が腕章を着用して行います。）
捕獲後の処置：血液採取、計測、電波発信器の装着後放獣

平成２８年度調査でサルが確認された下記の場所を中心に捕獲を行います

概ね、地図中の直線で囲まれた範囲が、２８年度に確認された行動域です。
【お問い合わせ】
（捕獲事業に関する事）千葉県自然保護課鳥獣対策班 TEL：０４３−２２３−２０５８
（捕獲作業に関する事）㈱野生動物保護管理事務所

TEL：０４２−７９８−７５４５

（サルの目撃情報など）鋸南町地域振興課

TEL：５５−４８０５
６
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ルールを守って、安全で快適な海水浴！
町では、海水浴場を利用する皆さんが海水浴場を安心・安全にご利用いただくためのルール、
「安心・安
全な鋸南町の海水浴場の確保に関する条例」を制定しております。ご利用の皆様のご協力をお願いします。
なお、条例の適用は海水浴場指定区域のみとし、期間は開設期間中となります。
■海水浴場開設期間■
保田・勝山

７月２２日（土）〜８月１３日（日）

元名・鱚ヶ浦・大六

７月２９日（土）〜８月１３日（日）

鋸南の海水浴場におけるルール
１

ブイ・ロープなどで示された遊泳区域内に、モーターボート、水上オートバイ、ヨット、
サーフボード、ウィンドサーフィンなどを乗り入れることは、遊泳者との接触など重大な事
故につながる恐れがありますのでやめましょう。

２

遊泳区域外でも、遊泳区域を示すブイの付近でモーターボート、水上オートバイなどが高速
走行を行うことにより「引き波」が生じることから、遊泳者に注意し、最徐行しましょう。

３

過度に飲酒した状態で遊泳することは危険ですのでやめましょう。

４

皆さんが利用する遊泳区域内（海の中）にペットを入れることはやめましょう。
（介助犬・盲
導犬などを除く）

５

海岸の自然を保護するため、砂浜に車両等を乗り入れることはやめましょう。

６

海水浴場では肌を露出した方が多く、やけどの恐れがあることから、バーベキューを禁止し
ます。ホットプレートなどの電気調理器も使用しないでください。

７

刺青を露出しないでください。
（Ｔシャツやタオルなどで隠してください。
）

８

音響機器等を使用し、大きな音楽や音声を発生することはやめましょう。

９

飲食したゴミやたばこの吸い殻などを捨てることはやめましょう。

１０ もり、水中銃などの器具を携行し、又は使用することは大変危険ですのでやめましょう。
（千
葉県では期間及び場所に関係なく禁止行為とされています。
）
１１ その他、公衆の安全・衛生及び風俗を損なう行為はやめましょう。
１２

海水浴場等の管理上支障がある行為（器物の破損、遊泳区域を示すロープなどへの船舶の係
留など）はやめましょう。

◇問合せ先 地域振興課 まちづくり推進室 ℡５５−１５６０

７

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 火曜日・木曜日(祝日を除く)
９：３０〜１２：００
１３：００〜１５：３０

◇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

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 ８月８日（火）
、９月１２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

℡２２−０６２０

鋸南小学校資源回収について

労災職業病なんでも相談会

次回は、８月２日（水）です。

◇日 時 ８月２６日（土）１３：００〜１６：００
◇会 場 船橋市勤労市民センター
◇対応者 弁護士、労働安全衛生管理者、ソーシャル
ワーカー 他
◇連絡先 千葉中央法律事務所
℡０４３−２２５−４５６７
◇費 用 無料
◇その他 予約不要・当日受付

◇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。

でっかく当たる！

今年のサマージャンボ宝くじは、１等・前後賞合わせて７億円
１等 ５億×２０本

前後賞各 １億円×４０本

※当選本数は販売総額６００億円・２０ユニットの場合

たくさん当たる！

サマージャンボミニ１億円とサマージャンボプチ１００万円も同時発売
サマージャンボミニ １等

１億×４５本

※発売総額２７０億円・９ユニットの場合

サマージャンボプチ １等

１００万×５０００本

※発売総額１５０億円・５ユニットの場合

この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
発売期間は７月１８日（火）〜８月１０日（木）まで、抽選日はすべて８月２０日（日）です。

〜有 料 広 告 欄 〜
なんそう寄席 2017

柳家花緑独演会
開場 13：30 開演 14：00 開演 小ホール
入場料 全席指定・税込
一般
ペア券
高校生以下

3,500 円
6,000 円
1,000 円

2017

9/23
（土・祝）

※ペア券はホールのみ取扱い ※未就学児入場不可

千葉県南総文化ホール ℡0470-22-1811
８

