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３月１３日から

３月１３日（火）から、福祉・介護・保健に関す

る申請等の手続きを含めた窓口の一体化により、町

民の皆さまにご利用いただきやすくするため、『町

民サービスコーナー』は玄関を入って左手の保健福

祉課内へ移転します。 

この移転に伴い、１階ホールとトイレは、土足の

ままでご利用できます。（１階集団指導室及び２階

各室は、これまでと同様にスリッパに履き替えてご

利用ください。） 

また、玄関での混雑解消を図り、快適にお待ちいただくことにも努めて参りますので、皆さまのご理解と

ご協力をお願いいたします。 

◇問合せ先 保健福祉課 ℡５０－１１７２ 

交通安全に意識の高い高齢者が交通事故の発生する危険な状況を実際に体験し、交通安全に必要な知識等

を身につけよう！！ 

◇日 時  ５月１４日（月）１３：１５～１６：１５（受付１２：４５～） 

◇場 所  館山自動車学校  館山市笠名１２００ 

◇対象者  ６５歳以上の高齢者【地域活動やボランティア活動に熱意のある方】 

◇内 容  〇座学  「地域の交通事故発生状況と事故の特徴について」 

           「反射材と明るい服装の効果について」 

      ○体験  「自動車運転実技・道路の横断方法」 

「セーフティ・サポートカーの体験乗車・アクセルとブレーキの踏み間違い」 

「自転車の安全な乗り方」 

◇定 員  １０名（要申込）  ◇締 切  ３月３０日（金）まで

◇主 催  千葉県警察     ◇共 催  JAF千葉支店 

◇申込み・問合せ先  総務企画課 総務管理室 ℡５５－４８０１ FAX５５－１３４２ 

働きたくても働けない、住むところがないなど、 まずはお困り事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。  

ご家族などまわ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） 

９：００～１７：００（土・日・祝祭日を除く） ℡２８－５６６７  

仕事や生活、お金の事など  

困りごとを共に考え、支援します 
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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。 

◇日 時 ４月１日（日）１０：００～ ※荒天時中止 ◇場 所 佐久間ダム公園 都市・農村交流広場 

◇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 

●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

書にご記入の上、お申し込みください。 

●受付期間 ３月１日（木）～３月１１日（日） 

◇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

鋸南町役場、旧佐久間小学校、すこやかより

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

利用することができますが、時間は不確定です。 

鋸南町役場 
９：００、１０：００、 
１１：００、１２：００ 

旧佐久間小 
９：２０、１０：２０、 
１１：２０、１２：２０ 

すこやか 
９：００、１０：００、 
１１：００、１２：００ 

佐久間ダム 
（復路） 

１４：００～１６：３０の間 
折り返し運行 

鋸南町と地域ボランティアで取り組んだ頼朝桜植栽の取り組みの歩みや、地域資源である頼朝桜を発信する

ために始まった竹灯篭まつりを紹介する展示を行います。 

〈頼朝桜展〉
◇期 間 ２月２１日（水）～３月１日（木）１０：００～１７：００ 

◇場 所 道の駅保田小学校ギャラリー ◇主 催 保田川頼朝桜の里づくり実行委員会 

◇問合せ先 道の駅保田小学校 まちのコンシェルジュ ℡２９－５５３１ 

〈保田川頼朝桜の里 第１１回竹灯篭まつり〉 
町内の小中学生や地域ボランティアが作ったあかりのオブジェと頼朝桜との共演をお楽しみに。 

◇日 時 ３月３日（土）１５：００～２０：００ ※荒天時は翌日に順延 

◎デザイン 

「全国共通ロゴマーク」が追加されます。 

平成２８年４月より子育て支援パスポート事業の全国共通展開が開始され、

同ロゴマークが掲示されている県外のお店も、チーパス事業同様、子育て応

援サービスを受けることができます。利用方法については、現行のチーパス

と変更ありません。 

※協賛店舗（チーパスの店）数：７，００５店（平成30年１月１日現在） 

◇お問合せ先 

 保健福祉課 福祉支援室 ℡５０－１１７２ Fax５５－４１４８ 

現在お使いの「チーパスカード」は本年３月３１日に有効期限を迎えることから、 

新しいカードを配付します。 

◎配付方法 

小・中学校、幼稚園、保育所等に通うお子様には、各学校・施設を通じて配付します。 

在宅のお子様には郵送します。 

△全国共通ロゴマーク 

△新しいチーパスカード 
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☆たとえば、こんなことしている子いませんか？（善行の例） 

  ◎困っている人や高齢者や子どもに、進んで親切にした 

    ・一人住まいの老人等の話し相手になっている   ・小さな子どもの面倒をよくみている 

  ◎環境の美化や緑化などに、進んで取り組んでいる 

    ・草花に毎日水をあげたり、世話をよくしている ・汚れているところの清掃を進んで行った 

◎災害や事故を未然に防いだ。（協力等も含めて） 

◎誰に対しても元気よく挨拶をし、周囲にさわやかな印象を与えている 

  ◎各種団体のリーダーとして、積極的に活動している 

◇対象年齢  ６歳以上１８歳以下（小学生から高校生まで） 

◇対象期間  平成２９年３月１日～平成３０年２月２８日まで      

◇提 出 先  推薦書により区長さんのお宅、または教育委員会へ    ◇提出期限  ３月１５日（木） 

◇問合せ先  青少年育成鋸南町民会議事務局（教育委員会） ℡５５－２１２０ 

 教育委員会では、町の宝である子供たちの健やかな成長を願って、「人権教育と子育て」 

「優しい人に育てたい」「つながりと感動の生活を」等をキーワードに講演会を開催いたします。 

貴重なお話を聴ける機会になりますので、多くの皆さんにご参加いただければと思います。 

◇日 時  ３月１６日（金）１３：４５～１４：５５ ※１３：４０までにご着席ください。 

◇場 所  鋸南中学校体育館 

◇講 師  仲島
なかじま

 正教
まさのり

 氏 

      ※教育サポーターとして、人権教育や子育てをテーマに全国各地で年間１５０回以上の 

講演をされています。 

◇演 題  『あーよかったな あなたがいて ～優しさという温かい貯金～』 

◇対象者  一般地域住民（子どもから大人まで、お気軽にお越しください） 

◇問合せ先 教育課 生涯学習室 ℡５５－２１２０ 

善行表彰推薦書 （切取ってお使いください）

氏  名 年齢または学年 （※グループの場合不要）

住  所 （※グループの場合不要）

所属団体 （例 ○○小、○○育成会 等）

善行の内容

推薦団体名 （※個人の場合は不要）

氏名（代表者） 電 話 （    －        ）
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・木の伐採、庭木の剪定 

・引越し手伝い、掃除、不用品の片付け等々 

☆困ったこと まずはご相談下さい 

連絡先：シルバー人材 名人館

電話０４７０－５５－２３４４
定休日 木曜日

４ 

～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。 

◇日時 ３月２０日（火）１０：００～１２：００ 

１３：００～１５：００ 

◇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

次回は、３月７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。 

 5 人に1人が認知症になる時代がくると言われて

います。認知症になっても安心して暮らせる町を 

めざすためには、誰もが認知症について理解し、接し

方を学ぶことが大切です。 

次の通り、研修会を開催しますので、ご希望の方は

３月９日（金）までにお電話でお申し込みください。 

◇日 程 ３月２３日（金）１３：３０～１５：００ 

◇場 所 保健福祉総合センター  

すこやか１階 集団指導室 

◇対 象 鋸南町民 

◇申込先 保健福祉課 地域包括支援センター 

℡５０-１１７２ 

◇実 施 日 ３月１４日（水）  

◇場 所 役  場 １０：００～１１：４５ 

すこやか １３：４５～１６：００ 

◇問合せ先 保健福祉課  ℡５０－１１７２ 

小型船舶操縦免許証の
更新・失効再交付講習開催のお知らせ

場所：鋸南町立中央公民館 二階

日程：平成 30年 3月 4日（日）午前及び午後
平成 30年 6月 24日（日）午前及び午後

（註）受講は事前の申し込みが必要となります。
登録講習機関：（一財）日本船舶職員養成協会関東
（Tel：045‐623‐6804／Fax：045‐622‐1145）
海事代理士：大塚 昇 海事事務所
（Tel：0470‐55‐0226／090‐8814‐2737）

真剣に英語を学びたい方へ 英語塾 “寺子屋”
対象者：小中高校生、シニアを含む大人の方 
講師：蛭田佳世子 ジェームスクック大卒 高等教員免許有 経験豊
教室：安房郡鋸南町竜島905‐2 の 2F 
対応：学校の成績アップ、受験、英会話、英検、 

IELTS、TOEIC、TOEFL 等 
連絡：070‐2809‐4909 
料金：お気軽にお問い合わせ下さい。 


