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もうすぐ水仙の季節です。楽しいイベントも行いますので、
美しい地元の水仙を見に行ってみませんか？

※イベント内容は変更される場合があります。

★江月水仙広場

１月１３日（土）１１：００〜 ほっと汁、特産品販売、ミニ音楽会

★佐久間ダム公園

１月１４日（日）１１：００〜 もちつき、特産品販売

★水仙写真コンクール

２月２８日（水）まで受付

美しい水仙の写真をご応募ください。

（詳しくは保田駅前観光案内所まで）
★ぐるっと花まつりスタンプラリー
◇問合せ先 保田駅前観光案内所

花まつり期間中

℡５５−１６８３

スタンプを集めて鋸南町の特産品を当てよう！

勝山駅前観光案内所 ℡５５−０１１５

地域振興課 まちづくり推進室 ℡５５−１５６０

臨時運行便時刻表（大崩〜保田駅間折り返し運転）
水仙観光の時期にあわせ、循環バスの臨
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の土・日・祝日のみの臨時運行となります。

小 保 田

13:39

14:06

10:59

11:26

この機会に循環バスを利用して、水仙を

すこやか前

13:47

13:58

11:07

11:18

保田中央

13:48

13:57

11:08

11:17

保 田 駅

着 13:50

発 13:55

着 11:10

発 11:15

時便を運行します。
１２月１６日（土）〜翌年２月４日（日）

見に出かけてみてはいかがですか？

★年末年始に関するお知らせ
１２月３０日（土）から１月３日（水）までの間、循環バスの赤バス、青バスの始発便、最終便をそれぞれ
運休いたします。始発便、最終便以外は通常通りの運行です。お間違いのないよう、ご注意ください。
◇問合せ先 総務企画課 企画財政室 ℡５５−４８０１

１２月１７日、山岳マラソンが開催され、多くのランナーが鋸山周辺道路及び林道を通行します。近隣住民
ならびにご通行の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、なに卒ご協力の程よろしくお願いいたします。
◇日時 １２月１７日（日） ６：００〜
◇スタート地点

鴨川市小湊（内浦海岸）

◇ゴール地点 富津市金谷港（ザ・フィッシュ前）

◇出場人数 約６００人
◇問合せ先
房総半島横断２０１７事務局 ℡０４７５−４７−３０１７
大会前日・当日連絡先

℡０８０−８７７５−１２７４

1

Mail

info@fields‐co.jp

暮らしの情報館
１２月１０日は世界人権デーです。１９４８年、国連において、世界における自由、正義及び平和の基礎であ
る基本的人権を確保するため、すべての人民とすべての国が達成すべき共通の基準として「世界人権宣言」を採
択した日です。
わが国では、１２月４日から１２月１０日を人権週間と定め、各地で「世界人権宣言」の趣旨及び重要性の普
及活動を行います。
千葉地方法務局館山支局と館山人権擁護委員協議会では、人権週間にちなみ、特設人権相談所を開設します。
相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。
◇特設人権相談所 ①１３：００〜１５：００
開

設

日

１２月４日 （月）

②１３：００〜１６：００
時
間

場 所
鋸南町ボランティアセンター

②

７日 （木）

南房総市丸山公民館

②

８日 （金）

南房総市とみうら元気倶楽部

②

１４日 （木）

南房総市白浜地域センター

②

１８日 （月）

鴨川市役所

①

１９日 （火）

南房総市三芳農村環境改善センター

②

２０日 （水）

館山市菜の花ホール

①

◇相談内容
いじめ、親子・夫婦・扶養・相続などの
家庭問題、借地・借家・名誉・信用・差
別・いやがらせなど、人権上の問題や悩
みごとなど
◇相談員

人権擁護委員

◇問合せ先 千葉地方法務局館山支局
℡２２−０６２０ Fax２２−０６１９

１２月の味わいハイキングの例会は、年末恒例のみ
かん狩りハイキングです。鋸南町のおいしいみかんで
お正月をお迎えください。

接種期間が１ヶ月延長となりました。
直接医療機関（原則、安房医師会に所属する）に
申込み、接種を受けてください。
詳細はお問合せください。

◇日時 ①１２月２３日（土）②１２月２６日（火）
※雨天の場合、翌日に順延

鋸南町に住民登録があり、６５歳以上（昭和
27 年１２月３１日生まれまで）の方
◇費用 各医療機関で定められた額から町負担分
１，５００円を引いた額。
◇接種期間 平成３０年１月３１日（水）まで
（医療機関の休診日を除く）
◇問合せ先 保健福祉課 ℡５０−１１７２
Fax５５−４１４８

◇対象

◇場所 旧佐久間小学校 ９：４０集合 １０：１５出発
※車の方は旧佐久間小学校に停めてください。
※電車の場合、安房勝山駅下車、９：３４発の赤バス
にご乗車ください。
（１２月４日より時刻改正）
◇人数 各日５０人

◇持ち物

飲み物、保険証、雨具

◇会費 １，７００円（昼食、保険代、みかん狩り代含む）
◇案内人

川崎

勝丸

◇コース

約１０キロ

氏（日本山岳史研究会）

旧佐久間小１０：１５発 → 明下 →

◇日 時
◇場 所

１２月４日（月）１７：００〜１９：００
安房健康福祉センター
（館山市北条１０９３−１）
◇内 容 HIV、梅毒、B 型肝炎、C 型肝炎（血液検査）
クラミジア（尿検査）
◇申込み先 安房健康福祉センター（安房保健所）
℡２２−４５１１ ※予約制

大作 → 金銅寺

林道

→

→

笑楽の湯１２：００着予定

昼食 → みかん狩り

→ 笑楽の湯１５：００頃

◇申込み・問合せ先
地域振興課 まちづくり推進室
℡５５−１５６０
受付開始は、①１２月８日（金）８：３０〜

・日中検査（１０：００〜１１：００）も同日実施
します。
・無料・匿名で検査を受けられます。
・保健所で受ける場合、感染の可能性がある日から
３か月以上経過してから検査を受けてください。
・尿検査は、最後の排尿から１時間以上あけて受診
してください。

②１２月１２日（火）８：３０〜
※定員になり次第締め切らせていただきます。
※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。
◇主催 鋸南町味わいハイキング

２

◇協力

鋸南町

暮らしの情報館

次回は、１２月６日（水）です。
◇実 施 日
◇場

１２月８日（金）

所

◇回収場所 各地区の指定回収場所

１０：００〜１１：４５ 役場

◇回収品目 新聞・チラシ

１３：４５〜１６：００

◇時

すこやか

◇問合せ先 保健福祉課 福祉支援室
℡５０−１１７２

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。

高齢化が進む鋸南町では、高齢単身世帯と高齢夫婦世帯を合わせた割合は全世帯の４割であり、全国平均の
倍となっています。
万が一、介護を要する状態になってしまっても、できる限り、住み慣れた家で暮らせるよう、早めに介護の
知識を得て、賢く介護保険や介護サービスを利用し、頑張りすぎない介護をめざしましょう！
日 時

講 師
安房地域医療センター
１２月６日（水） おいしく食べよう！
言語聴覚士
噛んで飲み込む機能と
１０：００〜
根本 達也 先生
食事について
１４：３０
亀田総合病院
参加費 ３００円（食材料費） 管理栄養士
※エプロン、三角巾持参
阿出河 都 先生
東条メンタルホスピタル
１２月１１日（月）
知っておきたい！
認知症疾患医療センター
１３：３０〜
認知症の予防と治療・ケア
センター長
１５：００
参加費 無料
金井 重人 先生
ケアプランセンターみなづき
１２月１８日（月） 知っておきたい！
看護師
１３：３０〜
認知症の方への接し方
山崎 千代子 先生
１５：００
参加費 無料
行程予定
メディケアフーズ展の見学
平成３０年

内 容

場 所
すこやか ２階
保健指導室
調理実習室

すこやか １階
集団指導室
すこやか １階
集団指導室

（高齢者食・介護職の専門展示会） 役場 → すこやか → 国際展示場 →

１月２５日（木）

８：３０

８：４５

８：３０〜

※バスの都合上、先着２６名まで

１６：１５

参加費 ２，２００円（昼食代込） １３：００〜１４：１０
すこやか → 役場
※参加人数により若干異なる
場合があります

１０：３０〜１２：３０

ホテルサンルート有明（昼食） → 海ほたる →

１６：００

１４：４０〜１５：００

１６：１５

準備の都合上、参加を希望される方は下記事務局までご連絡下さい。
◇申込み・問合せ先
鋸南町地域包括支援センター ℡５０−１１７２ Ｆａｘ５５−４１４８

「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
える会を開催します。興味のある方はどなたでも参加いただけます。準備の都合上、前日までにお申込み下さい。
◇日 時

１１月３０日（木）１３：３０〜１５：００

◇場 所

ボランティアセンター

◇内 容

日常のゴミ出しで困っていること、

研修室

援助できることについて考えます。

◇申込み・問合せ先
保健福祉課
℡５０−１１７２
鋸南町社会福祉協議会
℡５０−１１７４
◇今後の予定
平成３０年２月２３日（金）１３：３０〜１５：００
すこやか １階 集団指導室

３

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 １２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

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

中央公民館主催教室として、
「まつりばやし教室」を開
催します。
太鼓や笛をやってみたいけど、きっかけがなかった方、
初心者の方、お祭りが大好きな方、誰でも気軽に参加で
きる教室です。みんなで楽しい時間を過ごしましょう。
◇日 時 12 月１６日（土）〜通年月１回程度を予定
１７：００〜１９：００
◇場 所 中央公民館 1 階 多目的室
◇対 象 町民（成人・生徒児童） ◇参加費 無料
◇持ち物 ある方は笛、バチ等、飲み物
◇申込み １１月 27 日以降、随時
◇申込み・問合せ先
教育課 生涯学習室 ℡５５−４１５１

◇日 時
◇場 所
◇参加費
◇その他

１２月３日（日）１３：３０〜１６：００
とみうら元気倶楽部 さざなみホール
５００円（資料代）
有料保育あり 先着順１５名
１歳〜未就学児が対象。保育料１００円
◇問合せ先 第２３回安房地域母親大会実行委員会
担当 関 ℡０９０-５７６２-５９５６

「ゴミをつくらない、出さない、散乱させない」をテーマに、町民全員に
よる町内の一斉清掃を実施します。皆様のご協力をお願いします。
◇日時 12 月 3 日（日）８：００〜
◇場所 ①河川周辺 ②区内の公共の場所 ③自分の家の周辺
◇内容 河川内の雑草、流れを阻害する竹木の除去や公共の場所並びに家
の周りの缶・空き瓶・ビニール・紙くず等を収集
◇収集 可燃物、缶類、ビン類、ペットボトル、ビニール、プラスチック
類、不燃物に分類し、指定の不燃物置き場へ

※可燃物、ビニール、プラスチック
類等は焼却しないでください。
※粗大ごみは出さないでください。
※清掃場所等は責任者（区長、組長、
班長）の指示に従ってください。
※作業にあたり、ケガ等に十分ご注
意ください。

◇問合せ先 鋸南町ごみゼロ運動推進協議会（建設水道課 建設環境室内） ℡５５−２１３３

〜有 料 広 告 欄 〜
・障子・襖の張替えはお早めに
・庭木の剪定・枝打ち・木の伐採
・草とり・草刈・片付け、処分
１２月１０日まで受付
☆冬休み１２月２４日〜２月１日
電話０４７０−５５−２３４４
定休日

木曜日

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

４

総務企画課 企画財政室

℡５５−４８０１

