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◇日
◇場

時 １０月１日（日）
８：３０〜１２：００ ※小雨決行
所 佐久間ダム公園 暁観音前

◇持 ち 物 草刈り機または草刈鎌、手袋、
作業のしやすい服装
◇主

催 千葉鋸南日本花の会
佐久間ダム湖観光生産管理組合

◇問合せ先 重田 恒久

℡５５−１１８７

金高 丈夫

℡５５−８２０２

ダム組合

℡５５−８１１５

◇その他
燃料・昼食・ゴミ袋は主催者側で用意します。
草刈鎌の方は、株元の残草除去をお願いします。
草刈のほか、清掃活動にもご協力をお願いします。
安全対策のためヘルメットの着用をお願いします。
（ヘルメット貸出あり 先着１０名）
◇作業の心得
「ケガをしない、ケガをさせない」がモットーです。
「ハチの巣」にはご注意ください。
特に、

平成２９年度鋸南町シカ被害対策研修会を開催します
近年、鋸南町ではシカの生息頭数増加に伴い、日本水仙や農作物がシカに食害されるケースが増加しています。
今回の研修では、シカによる農作物の被害軽減を目指して、シカの生態や対策の基礎知識及び技術の普及を図る
ことを目指します。
◇日時 １０月１５日（日）

◇研修内容

１３：３０〜１６：３０（１３：００開場）
◇場所 中央公民館

①「シカ被害対策術」

２階 講座室

千葉県農林総合研究センター暖地園芸研究所

◇講演 「シカの生態と対策の基礎」
講師

②「日本水仙栽培を続けるためにできること」

合同会社ＡＭＡＣ代表社員

〜シカ被害を受けにくいほ場づくり〜

浅田

千葉県安房農業事務所改良普及課

正彦 氏

◇主催 鋸南町・鋸南町有害鳥獣対策協議会
◇後援 千葉県安房農業事務所

③「鋸南町における鳥獣被害対策の取組」
鋸南町地域振興課農林水産振興室

◇問合せ先 農林水産振興室 ℡５５−４８０５
※当日は、鳥獣被害対策関係者により、罠・侵入防止柵などの展示を予定しています。

消費生活サポーター養成講座

頼朝まつり開催します
今年も源頼朝が安房の国竜島に上陸し、再起を
図った史実に基づき、頼朝まつりを開催します。
◇期 間
１０月８日（日）〜１２月１６日（土）
◇催 し
頼朝まつりオープニングイベント
１０月８日（日） 道の駅きょなん
※荒天の場合、中央公民館多目的ホールで行います。
１３：３０〜甲冑パフォーマンス
１４：１０〜甲冑行列
１４：３０〜源平餅投げ
◇問合せ先
鋸南町源頼朝観光推進実行委員会事務局
地域振興課 まちづくり推進室 ℡５５−１５６０
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◇日

時

１０月１９日（木）
、１０月２０日（金）
※２日間受講
◇会 場
君津市生涯学習交流センター
◇講 師
弁護士、消費生活相談員ほか
◇内 容
消費生活トラブルの現状など
◇申込み
参加者全員の郵便番号・住所・氏名・
年齢・電話番号を記入し、郵送。ＦＡＸ、
メール可。
◇定 員
５０名
◇締切 ９月２９日（金）
◇申込み・問合せ先
〒２７３−００１４ 船橋市高瀬町６６−１８
県消費者センター ℡０４７−４３１−３８１１
ＦＡＸ０４７−４３１−３８５８
メール 188c8@mz.pref.chiba.lg.jp

暮らしの情報館
鋸南幼稚園 入園について

甲冑作り教室 参加者募集
中央公民館主催教室として、
「甲冑作り教室」を
開催します。
頼朝の時代の甲冑を作ってみませんか？
中央公民館ロビーに飾ってあります。ぜひご覧
ください。
◇日

程

１０月１０日（火）〜
平成３０年３月２０日（火）
毎週火曜日 ９：３０〜１６：００
◇場
所
中央公民館 ２階 工作室
◇定
員
３名 （先着順）
◇材 料 費
１領３〜７万円くらい
※ミニから大人用まで、種類があり、サイズに
よって異なります。
◇講師
笹りんどうのみなさん
◇申込期間 １０月２日（月）〜１０月６日（金）
◇受付時間 ８：３０〜１７：００
◇申込み・問合せ先
教育課 生涯学習室 ℡５５−４１５１

平成３０年度入園受付をします。幼稚園への入園を希
望される方は、次のとおりお申込み下さい。
◇入園該当者
①年長児 平成２４年４月２日から
平成２５年４月１日生まれの幼児
（現在鋸南幼稚園に入園していない幼児）
②年少児 平成２５年４月２日から
平成２６年４月１日生まれの幼児
※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。
◇申込期限 １１月２４日（金）〜１２月１４日（木）

『一日体験入園』を行います。
１１月１７日（金）１０：００〜１１：００
該当される方には直接通知します。
英語を取り入れた保育も行っています。
◇申込み・問合せ先

鋸南幼稚園

℡５５−２３２１

第３５回「目の愛護デー」電話無料相談
千葉県眼科医会会員が、目の健康についての相談にお答えします。なお、事前申し込みは不要です。
◇日時 １０月９日（月・祝日） ９：００〜１６：００
◇相談先 ℡０４３−２４２−４２７１（相談専用・当日のみ）
◇問合せ先 千葉県眼科医会事務局
℡０４３６−２６−５５６７

町民みんなで健康づくり ２０１７町民運動まつり 開催決定！
１０月はスポーツ月間です。町民が一堂に会し、楽しく交流しながら 1 日、気持ちの良い汗をかきましょう。
昨年から内容を一新してみんなで楽しめる種目になりました。家族そろって参加してください♪
◇日時

１０月２２日（日）開会式９時〜

◇会場

鋸南町 B&G 海洋センター

種目

勝山サッカーフィールド
時間

場所

内容

サッカー場

準備体操

サッカー場

参加者全員で運動会の定番種目
を楽しみます

体力チェック

サッカー場

あなたの体力年齢は？

チャレンジランキング鋸南

体育館 他

ラジオ体操・ストレッチ

９：００〜９：３０

①みんなで玉入れ競争
②みんなで綱引き

９：３０〜１１：００

お昼休憩（１２：００〜１３：００）※各自昼食をご用意ください。お弁当の販売も予定
③靴とばし競争
④徒競走

サッカー場

個人参加型種目。
まちの No1 決定戦。

ボクササイズ

武道場

エクササイズでよい汗をかこう

ドッヂボール大会

体育館

小学生高学年対象

サッカー大会

サッカー場

中学生以上対象

グランドゴルフ

野球場

子どもから高齢者まで体験可能

※雨天時は実施できる種目のみ行います。
◇主催 ２０１７町民運動まつり実行委員会 ◇問合せ先

２

B&G 海洋センター

℡５５−４４１１

暮らしの情報館
有害獣から農作物を守りたい！
けれど、人手不足で侵入防止柵が
設置できない。そんな方必見！

町有害鳥獣対策協議会では、町内で発生している有害鳥獣被害を逆手にとって、都市住民等を対象に野生鳥
獣捕獲の新たな担い手確保を目的とした「狩猟エコツアー」を平成２７年度から開催しています。
今年度の新たなプログラムとして、参加者自らが有害鳥獣対策用の侵入防止柵の設置体験をする「被害対策
ワークショップ」を開催します。現在、プログラム開催にあたって、侵入防止柵の設置にご協力いただけるほ
場を募集しています。
◇募 集 期 間 １０月３１日（火）まで
◇応募対象者 本町に住所を有し、本町の農地を所有している方
◇選 定 方 法 被害状況や設置条件により決定。応募が複数の場合は選
考とさせていただきます。
◇そ の 他
（１）侵入防止柵の設置に必要となる資材は応募者でご用意ください。
なお、侵入防止柵の資材購入にあたっては、有害獣侵入防止柵設
置事業補助金（右掲）の活用が可能です。
（２）設置作業は次の「被害対策ワークショップ」開催日に行います。
第１回 平成３０年 ２月１７日（土）
第２回 平成３０年 ３月 ３日（土）
（３）当日は、設置規模によって全延長を設置できない場合があります。
（４）設置後の維持管理については、応募者で行っていただきます。
◇応 募 方 法
下記問合せ先にお電話にてご応募ください。
・応募いただいた後に、現地確認を実施させていただきます。
・平成２９年１１月中に選定結果についてご連絡します。

有害獣侵入防止柵設置事業補助金
・設置延長が１００ｍ以上で耐用年数
が５年以上の電気柵、物理柵（ワイ
ヤーメッシュ柵・金網柵）が対象で
す。
・補助金額は、町の定める基準額に設
置延長を乗じた額又は補助対象経費
のいずれか低い額の２分の１です。
・なお、過去に国や県等による同様の
補助金を受けていた場合は対象とな

選定された場合のメリット
参加者の設置研修を兼ねて設置しますので、個人で侵入防止柵
を設置する手間と人手不足を解消できます！

りません。
※予算枠に達した時点で受付を終了す

◇問 合 せ 先
鋸南町有害鳥獣対策協議会事務局 地域振興課 農林水産振興室
狩猟エコツアー担当 ℡５５−４８０５ FAX５５−０４２１

るため、希望に添えない場合があり
ます。

警察官、役場職員、銀行員を名乗り「キャッシュカードが不正利用されている」「不正利用を防ぐために
キャッシュカードの暗証番号が必要なので教えてくれ」など、言葉巧みにキャッシュカードをだまし取り、
口座から現金を引き出す手口が多く発生しています。警察官や役場職員、銀行員がキャッシュカードを
預かったり、暗証番号を聞くことは絶対にありません。十分気をつけてください。
あなたのキャッシュ
カードが不正利用さ
れています。

館山警察署 ℡２３−０１１０
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カードを受け取りに来
ました。後日新しいカー
ドをお渡しします。

暮らしの情報館

生活習慣病予防を目的とする健康診査（特定健診または後期高齢者健診または健康増進健診）とがん検診等
（肺がん・胃がん・前立腺がん検診、結核検診、肝炎ウイルス検診）を同じ会場で行う「総合検診」を実施し
ます。申し込み済で登録されている方、受診が必要な方には１０月上旬に受診票等を発送します。追加の申し
込みもできますのでぜひ受診してください。

受付時間

場

所

中央公民館

１０月１９日（木）
１０月２０日（金）
１０月２３日（月）

検診専用バス（無料）

吉浜・大六・大帷子下・竜島

運行なし

中佐久間・田町・岩井袋
７：００

役

場

佐久間地区

上佐久間・町・内宿・仁浜

役場

奥山・両向・本郷・竜島

〜

１０月２２日（日）

該当地区

⇔

実 施 日

３会場で６日間です。

小保田・市井原・横根・

１０月２４日（火） ９：００

本郷上・大帷子上・江月
すこやか

１０月２５日（水）

大崩・鋸東地区

大崩・中道台・本郷浜・芝台・
中原・元名

⇔

１．総合検診の日程

すこやか

対象者数把握のため対象地区を割り当てましたが、全日程どの会場でも受診できます。

◇受診する際の注意
１．受付で健康保険証の確認をしますので持参してください。生活保護世帯の方は受給者証をお持ちください。
２．受診には、送られた用紙をすべてお持ちください。不足していると受付の順番が後になることがあります。
また、個人票の裏に問診がありますから、特定健診・後期高齢者健診・健康増進健診を受診する方は答え
を記入してお持ちください。
３．胃がん検診はバリウム造影検査です。バリウムの誤嚥予防のため８０歳以上の方、脳血管疾患既往のある方、
抗精神薬を服用している方、神経疾患の治療中の方、むせやすい方などは医師の診察・許可が必要な場合が
あります
４．月経中の方は、尿検査ができません。月経期間を避けて受診するか、尿のみ後日受診になります。

◇検診内容と対象者
特定健康診査：尿検査・身体計測・血液検査・血圧測定・医師の診察
①４０歳〜７４歳の国民健康保険加入者及び４０歳以上の生活保護世帯の方が対象です。
②心電図・眼底検査・貧血検査（詳細な健診）の対象者は前年度の結果から医師が必要と認めた方です。
③鋸南町は国民健康保険加入者の健診対象年齢である方に対し、特定健診を実施する義務がありますので、
対象者全員に受診票をお送りします。ご了承ください。
後期高齢者健康診査：尿検査・身体計測（腹囲測定なし）
・血液検査・血圧測定・医師の診察
①受診日に７５歳以上の方が対象です。
②心電図・眼底検査・貧血検査（詳細な健診）の対象者は前年度の結果から医師が必要と認めた方です。
肺がん・結核検診：胸部レントゲン（検診車）
①肺がん検診は４０歳以上、結核検診は６５歳以上が対象です
②ペースメーカーの手術をされている方は、受けられません。
胃がん検診：胃バリウム造影（検診車）
①４０歳以上が対象です。
②検診車内の検診台上で技師の指示に従って体の向きをかえていただきます。
前立腺がん検診：血液検査（ＰＳＡ測定）
①５０歳以上の男性が対象です。
②前立腺疾患を治療中の方は、検査数値が正確に出ないため、受診できません。
肝炎ウィルス検診（Ｂ型Ｃ型）
：血液検査
①該当者は４０歳以上で今までに総合検診の肝炎検査を受けたことがない方・ご希望の方です。

４

暮らしの情報館
２．結核・肺がん検診日程
実

施

日

時 間
７：００〜 ９：００
１０：００〜１０：３０
１０：４５〜１１：００
７：００〜 ９：００
１０：００〜１０：２０
１０：３０〜１０：５０
７：００〜 ９：００
１０：００〜１０：１５
７：００〜 ９：００
１０：００〜１０：３０
７：００〜 ９：００
１０：００〜１０：１５
７：００〜 ９：００
１０：００〜１０：１５

１０月１９日（木）

１０月２０日（金）

１０月２２日（日）
１０月２３日（月）
１０月２４日（火）
１０月２５日（水）

場
所
中央公民館 （総合検診）
竜島子どもプール跡地
大六コミュニティセンター
役場 （総合検診）
上佐久間 中組コミュニティセンター
中佐久間公民館
役場 （総合検診）
岩井袋バス停脇
役場 （総合検診）
漁村センター西側
すこやか （総合検診）
鋸東コミュニティセンター
すこやか （総合検診）
大帷子下コミュニティセンター

３．検診内容・料金
検 診 名

料

金

対 象

者

特定健康診査
基本的な健診のみ

４０歳〜７４歳の国民健康保険加入者
※貧血・眼底・心電図検査の対象者は、
１，５００円
前年度の結果から、医師が必要と認め
２，１００円
た方です。
２，１００円
１，５００円

基本的な健診＋貧血検査

基本的な健診＋眼底・心電図検査
基本的な健診＋貧血検査・眼底・心電図検査
後期高齢者健康診査

無

料 ７５歳以上の方

健康診査

無

料 生活保護世帯の方

胃がん検診（バリウム造影）

※腹囲測定は除きます

１，０００円 ４０歳以上の方

前立腺がん検診（血液検査）

３００円 ５０歳以上の男性の方

肝炎ウィルス検診（血液検査）

５００円 ４０歳以上の方

肺がん・結核検診（胸部レントゲン）

２００円 ４０歳以上の方

※肝炎ウィルス健診で４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６０歳、６５歳、７０歳で初めて検診を受ける方は
無料です。
※平成２７、２８、２９年度に申し込んでいない方、検査項目を増やす方は１０月１９日（木）までにお申込
み下さい。

★各種検診の申込み・問合せ先

保健福祉課 健康推進室

℡５０−１１７２ ＦＡＸ５５−４１４８

直接医療機関に申し込み、接種を受けてください。予診票・説明書は医療機関窓口でお渡しします。
◇対 象 者 鋸南町に住民登録をしている

①６５歳以上の方

②６０〜６４歳で心臓・腎臓・呼吸器の機能

及び人免疫不全ウイルスにより免疫機能に著しい障害のある方（接種前に申請が必要です）
◇費

用

自己負担

※各医療機関で決められた金額から町負担分（１，５００円）を引いた額を医療機関
の窓口でお支払いください。生活保護世帯の方は自己負担が免除されます。

◇接種を行う医療機関

原則として、安房医師会に所属する鋸南町・南房総市・館山市・鴨川市の医療機関

安房地域外での接種を希望される場合は、事前に手続きが必要となりますのでご連絡ください。
◇接種期間 １０月１日（日）〜１２月３１日（日）※医療機関の休診日は除く
◇持 ち 物 自己負担金、健康保険証
◇問合せ先 保健福祉課 健康推進室 ℡５０−１１７２ ＦＡＸ５５−４１４８

５

暮らしの情報館

食と健康

おいしく続ける減塩生活

◇日 時
◇場 所

安房地域医療センター

◇内 容

医師・管理栄養士のお話

平成２９年１０月１日から

２階大会議室

時間額

グループワークなど
◇参加費

５００円

◇定 員

２０名

◇申込み

１０月７日（土）消印有効

８６８ 円

（従来の８４２円から２６円引き上げ）

千葉県の事業所で働くすべての労働者（パー

住所、氏名、電話番号、性別、生年月日を記載の

ト・アルバイト等を含む）及びその使用者に適用

上、
「食と健康参加希望」と明記し、下記いずれか

される千葉県最低賃金（地域別最低賃金）が改正

の方法でご応募ください。

されます。

①ハガキ

「千葉県最低賃金総合相談支援センター」では、
経営課題及び労務管理についての無料相談を受け

②メール

awacafe@awairyo.jp

③ＦＡＸ

２５−５２０１

付けていますので、ご利用ください。
最低賃金の詳しい内容については千葉労働局労
働基準部賃金室または、最寄りの労働基準監督署

※味噌汁の塩分濃度測定を実施しますので、ご希望

にお問い合わせください。

の方はご自宅の味噌汁をご持参ください。

◇相談先

※参加者決定は公平を期すため抽選を行い、当選者

℡０１２０−０２６−２１０

の発表は「参加証」の発送をもってかえさせてい

◇問合せ先 千葉県労働局労働基準部賃金室
℡０４３−２２１−２３２８

ただきます。

〜 身につけよう

千葉県最低賃金総合支援センター

命のお守り

反射材 〜

１．子どもと高齢者の交通事故防止
２．自転車の安全利用の推進（特に自転車安全利用五則の周知徹底）
３．全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
４．飲酒運転の根絶

千葉県交通安全対策推進委員会

行政書士による無料相談

無料公証相談について

千葉県行政書士安房支部会では、次のとおり行政書士
相談を実施します。
◇日時 １０月２７日（金）
１０：００〜１２：００
１３：３０〜１６：３０
◇場所 館山市コミュニティセンター第３講習室
◇相談内容
相続・遺言・成年後見・離婚など権利義務に関する
手続き、車庫・農地・建設・風俗・入管など官公署
へ提出する書類の作成、法務・行政手続きなど
◇申込期間 １０月２４日（火）まで
◇申込み・問合せ先
千葉県行政書士会安房支部 担当：福原
℡３８−４１５５

◇日

時 １０月３日（火）
１０：００〜１６：００（要予約）
◇場
所 千葉地方法務局館山支局 ２階 相談室
館山市北条２１６９番地１
◇相 談 員 公証人 伊藤明浩
◇相談内容 公正証書（遺言、任意後見、尊厳死宣言、
離婚に伴う給付請求、その他の契約）の作成および会社
の定款・私文書の認証に関する事項
※相談は無料です。※電話での相談には応じられません。
◇予約期間 ９月２２日（金）〜９月２９日（金）
土曜、日曜を除く１０：００〜１７：００
◇予約・問合せ先
館山公証役場 ℡２２−５５２８

６
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館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町とハローワーク館山、ＮＰＯ法人おせっ会が連携し、
「南房総のお仕事探
し in 東京」を開催します。就職相談や移住相談の出張窓口も設置されます。
参加費無料。当日参加ＯＫ。希望者は採用面接可能。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。
◇申込方法 参加申込書に必要事項を記入の上、
メール・ＦＡＸまたは郵送で申込み。
※申込書はホームページからダウンロードできます。
※事前申し込み締切は１０月２６日（必着）
◇申込み・問合せ先
館山市商工観光課
〒２９４−００３６
館山市館山１５６４−１
ＦＡＸ２４−２４０４
℡２２−３１３６
【ホームページ】
http://www.city.tateyama.chiba.jp/shoukan/pag
e100215.html

◇日時 １０月２７日（金）１３：３０〜１６：００
◇会場 東京新卒応援ハローワーク「出会いのフロア」
東京都新宿区西新宿２−７−１
小田急第一生命ビル２１階
◇対象 南房総地域のお仕事を探している方、
移住を考えている方
◇定員 １００名程度
申込制。当日会場での参加申込ＯＫ
◇内容 企業ブース（２０社程度）での個別企業説明
個別採用面接など
※参加企業は決定次第ホームページへ掲載
します。

危険物取扱者試験
○試 験 日 １１月２６日（日）
○場
所 安房拓心高等学校
○受 験 料 甲種 ５，０００円
乙種 ３，４００円
丙種 ２，７００円
※願書受付 （一財）消防試験研究センター
千葉県支部

試験のための受験者講習会
受験に必要な知識、物理化学、法令等の説明
○講 習 日 １０月２５日（水）
○場
所 館山市コミュニティセンター
○受講料等 ６，２８０円（テキスト代２，６８０円含む）
乙種第４類の問題集は別売（１，６６０円）

◇受付期間 危険物取扱者試験 電子申請：９月４日（月）〜１０月２０日（金）
（２４時間対応）
書面申請：９月７日（木）〜１０月２３日（月）
（土・日・祝日を除く）
試験のための受験者講習会

９月７日（木）〜１０月２３日（月）
（土・日・祝日を除く）

◇願書配布・講習会受付場所 安房郡市消防本部予防課、鴨川消防署、千倉分署、鋸南分署
※鴨川消防署、千倉、鋸南分署は、災害出動時等は講習会受付及び願書配布ができない場合があります。
◇問合せ先 安房郡市消防本部 予防課 ℡２２−２２３４
（一財）消防試験研究センター千葉県支部 ℡０４３−２６８−０３８１

待 っ て

鋸南町花の観光大使 桂春蝶氏による独演会を開催します。
皆さんお誘い合わせの上お越しください。
◇日

時

ま し た
ました

１２月１６日（土）
【午前の部】１０：３０〜（１０：００開場）
たっぷり
【午後の部】１４：３０〜（１４：００開場）
ました
◇場
所
道の駅保田小学校「まちのギャラリー」
◇チケット販売
１０月１日（日）〜 １人 １，９００円
◇チケット取扱場所 道の駅きょなん案内所、 道の駅保田小学校、 保田・勝山駅前観光案内所、 マツオカ
◇問合せ先
道の駅きょなん案内所 ℡５５−４５１８ （月曜休館、月曜が祝日の場合、翌日）
道の駅保田小学校
℡２９−５５３１ （無休）
◇主
催
ほんものの落語を聴く会（代表 岡村妙子）

７
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よ

次回は、１０月４日（水）です。

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。

◇回収場所 各地区の指定回収場所

◇日

１０月１７日（火）

◇回収品目 新聞・チラシ

１０：００〜１５：００

◇時

※収益金は学校の施設整備、児童図書の充実等に活用さ

時

◇場

所

千葉県税理士会館山支部

◇内

容

税金全般に関すること

間

７：００〜９：００

れます。

◇予約・問合せ先 千葉県税理士会館山支部

地域の皆様のご理解、ご協力をお願いします。

担当 長谷川 ℡２３−４１３２

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
℡２２−０６２０

千葉司法書士会館山支部では、次のとおり無料法律相
談を実施します。
◇日
時 １０月４日（水）
１０：００〜１２：００
１３：００〜１５：００
（１組あたり１時間）
◇場
所 館山市菜の花ホール
※完全予約制
◇予約期間 ９月２５日（月）〜９月２９日（金）
１０：００〜１７：００
◇予約・問合せ先 庄司事務所 ℡４７−４２７７

〜有 料 広 告 欄 〜
真剣に英語を学びたい方へ 英語塾

・庭木の剪定・枝打ち・伐採
・草とり・草刈
・遺品の整理・片付け、処分・掃除
☆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

寺子屋

対象者：小さいお子様から大人まで
何らかの事情で学校へ行けない学生、シニアも OK.
講師：蛭田佳世子 ジェームスクック大学教育学部卒
高等科教員免許取得、豪州と日本で教職 27 年
教室：鋸南町竜島 905−2 の２F
対応：受験、学校の成績 UP、英検、IELTS、TOEIC、英会話
連絡：070−2809−4909
料金：気軽にお問い合わせ下さい。

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

８

総務企画課 企画財政室

℡５５−４８０１

