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安房支部消防操法大会に第４分団が出場
６月１８日、第３６回安房支部消防操法大会が館山
市立北条小学校で開催されました。
町消防団からは、第４分団がポンプ車操法の部に出
場。昨年１０月から休日、夜間を問わず行ってきた訓
練の成果を披露し、優良賞を受賞しました。
出場要員の皆さん、長期にわたる訓練お疲れ様でし
た。出場要員は次のとおりです。（敬称略）
指揮者
１番員
２番員
３番員
４番員
補助員
教 官

重田 泰一
佐々木 翼
藤平 聖也
岩﨑 大輔
柴田 学
金木 良平
黒川 哲男
鈴木 隆久

１

だ い ご まさひろ

鋸南町消防団（大胡 昌 広 団長以下１６３名）は、５月２８日に新入
団員を含む８０名の参加により春季訓練を実施しました。
早朝より２部に分かれて実施された訓練は、第１部として、消防団
全車両（７車両）を使用した実践型中継訓練、第２部は新入団員と一
般団員に分かれ、規律訓練及び機械器具操作講習が行われました。
この訓練は、消防団員として常に体力、気力を鍛錬し、規律厳正な
団体行動に適応させるための基礎を作ることを目的に、毎年実施して
います。
訓練指導は、館山消防署鋸南分署の職員が担当し、多種多様なケー
スを想定した、活動時における機械器具の操作・講習が行われ、教官
の指導に団員は熱心に聞き入っていました。

鋸南町で保・幼・小・中 合同避難訓練 実施
５月２９日に、鋸南町の保育所・幼稚園・小学校・中学校にお
いて約５００人の園児・児童・生徒の合同の避難訓練を実施しま
した。地震発生後に津波警報が発令したとの想定で、安全な場所
への避難と保護者への引き渡しを速やかに行うことが目的です。
訓練開始後、子ども達は先生方の誘導で校庭や近くの高台に、
また校舎の屋上等に避難をしました。
それぞれが日頃から訓練を
行っていることもあり、
子どもたちは速やかに避難することがで
きました。幼稚園の避難では、先生方の「早く、早く」
「高く、
高く」との声かけにあわせ、園児は早足で避難することができま
した。また午後からは、保護者の皆様にご協力をいただき、子ど
も達の引き渡し訓練を行いました。
鋸南幼稚園児の高台への避難の様子

鋸南町教育研究会 第１回職員研修会
鋸南町教育研究会（相良和久会長）では、６月２日に第１回の研修会を鋸南中学校で開催しました。同研究会
では、町内の幼稚園、小学校、中学校の連携と交流を強化すると共に、鋸南町教育の充実と発展のための教育研
究を深め、鋸南町教育の現状と課題について協議し、教職員の資質・力量の向上を図ることを目的として校長会
が中心となり研修会を行っています。
今回は、教育委員、町内の教職員及び教育委員会事務職
員４５名が参加しました。
研修では各教科の授業を参観し、その後分科会を開催し
生徒が意欲的に学習に取り組む授業づくりと、学力向上を
観点として活発な意見交換がされました。
研修に参加した教員からは、
「幼稚園・小学校からの連携
は非常に重要だと感じた」、
「クラス全員で考えさせること
の大切さを再認識した」などの感想があがり、有意義な研
修となりました。

鋸南小学校総合学習授業
鋸南小学校６年生は「鋸南町の未来 〜こんな町になるといいな〜」を
テーマとして総合学習授業を展開してきました。
クラス３５人を①高齢者グループ②働く世代グループ③人口減少グルー
プの３班に分け様々な課題や疑問点を見つけ出し、未来の鋸南町について
検討し合う総合学習です。
６月２１日には副町長、教育長及び全課管理職が鋸南小学校多目的室へ
出向き、児童からグループで検討した様々な質問に答え、子どもたちは熱
心にメモを取る様子が見られました。
最初は緊張気味の児童もいましたが、時間が経つにつれ質問する手も多
くなり、時間いっぱいまで充実した授業が行われました。
今後、グループ毎の課題をとりまとめ、７月１２日に発表する予定です。

２

大胡朋彦さん出品のびわが天皇陛下に献上
６月１４日、JA 安房富浦支店にて、皇室へ献上するびわを選ぶ「献上枇杷選果式」
が行われました。
選果式では、南房総市、館山市、鋸南町から８組合が出品し、県農林総合研究セン
ター長を審査委員長に、暖地園芸研究所、安房農業事務所の担当者ら審査員１０名が、
形や色、粒のそろい具合などを審査した。
おおご

ともひこ

最高位の天皇陛下献上品に、鋸南枇杷組合の大胡 朋彦さん出品の
『田中』が選ばれました。大胡さんは、平成１５年に鋸南町に移住され、
びわ栽培を始められました。
選ばれたびわは、６月１５日に主催者らが宮内庁を訪問し、天皇陛下
に献上されました。
房州枇杷組合連合会による「房州びわ」の皇室への献上は、今年で
１０３回目を迎える伝統行事となっています。
大胡さんの出品びわ『田中』

空手全国大会へ！高校総体・全国少年少女選手権出場
東京オリンピックから正式種目となる空手道でこの夏、鋸南
町から３名の選手が全国大会への出場を決めました。
すずきしおね
拓大紅陵高校３年の鈴木潮音は、強豪高校の主将として７０
名もの選手を束ねる至宝。千葉県総体で組手の部で、個人・団
体ダブルでの優勝で高校総体の出場を決めました。
たかはし ひ よ り
しみずおとは
鋸南小学校からは、高橋日和選手（４年）と清水音芭選手（２
年）が千葉県小学校空手道大会学年別組手の部で準優勝と活躍
し、８月の全国大会への出場を決めました。

全国大会での３名の活躍が期待されます。
左から順に高橋選手、鈴木選手、清水選手

長野県辰野町ほたる駅伝に参加
八房優里選手から三堀隆男選手へ

中村真吾選手から石渡悠選手へ

鋸南町と友好姉妹都市の長野県辰野町
で行われた第５８回ほたる駅伝に鋸南町
代表として体育協会チームが出場しまし
た。
標高が高く山間部を走る難コースに悪
戦苦闘しましたが、スポーツを通して辰野
町との交流を深めました。
鋸南町体協チームは、駅伝に出場する選手を募集しています。興味のあ
る方は体協事務局（海洋センター内℡５５−４４１１）にご連絡ください。

安房地区ドッジボール大会に出場
６月１８日千葉県立館山運動公園の体育館で、安房地区青少年相
談員連絡協議会主催「少年の日・地域のつどい・安房地区大会（ド
ッジボール大会）」が開催され、鋸南小学校の４・５・６年生１４
名が出場しました。
安房つどい大会は総勢１３チーム１８１名と多くの参加があり、
熱戦が繰り広げられました。
鋸南小チームはこの日の為に練習を重ね、みんなで力を合わせて
一生懸命戦いました。1 勝することができ、とても充実した大会に
なりました。

３

（平成２８年４月１日〜平成２９年３月３１日）
鋸南町を応援して下さる皆様から、次のとおりご寄付をいただきました。
ご寄付いただいた方々に厚く御礼を申し上げます。

◆申込件数

７４２件

◆寄付金額

１２，９７３，０００円

○使い道別金額
項目

金額

生活環境

調和のとれたまちづくりに資する事業

２，１６３，０００円

生活基盤

安全で快適なまちづくりに資する事業

１，３６７，０００円

保健・福祉・医療

健康で暮らせるまちづくりに資する事業

４，４０７，０００円

生涯学習

個性と創造性のひとづくりに資する事業

１，１６２，０００円

産業

魅力と活力あるまちづくりに資する事業

３，８７４，０００円

合計

１２，９７３，０００円

○いただいた寄付の使い道について
昨年度は、景観整備を目的とし、佐久間ダムの伐開を実施、河津桜など２種類の桜を４０本植栽した
ほか、あじさいやレンギョウなどの花も植栽しました。
今後、植栽した桜などが育ち、より花いっぱいの佐久間ダムが多くの人で賑わうことが期待されます。
今回、景観整備の実施で使用した寄付金以外は、鋸南町豊かなまちづくり基金に積み立て、寄付目的
に沿った事業に活用させていただきます。

植栽された河津桜

伐開した箇所

道の駅保田小学校に

みんなの家庭科室
が完成しました。
家庭科室は、加工品の試作施設となっており、農産物などの加工品の試作や
加工の研修、その他、体験、調理実習などで町内外の方々に広く使っていただ
ける施設です。
さまざまな加工機材を取り揃えておりますので、ぜひご利用ください！
予約方法やその他お問い合わせは下記の電話番号にお問い合わせください。
問合せ先

℡２９−５４５４（道の駅保田小学校 みんなの家庭科室

４

直通）

新聞 「福寿草」
あしかがフラワーパークに行ってきました！

平成 29 年５月 11 日（木）

すこやか保田教室のお仲間 34 名で栃木県足利
市の素敵な藤の花が咲き誇る あしかがフラワ
ーパーク と日本最古の学校 足利学校 に行
ってきました。
片道 3 時間程の長旅ではありましたが、車中で
の皆様方とのおしゃべり、パーキングエリアで
の食べ歩きとショッピングで、疲れを感じるこ
ともなく、楽しい時を過ごしました！

早期予防！早期発見！早期改善！
「いつまでも元気に過ごそう！歩行と健口チェック」に参加しましょう！
6 月 23 日（金）に「すこやか」において、東京都健康長寿医療センターの渡邉裕先生、歩行バラン
スティーチャ の杉浦伸郎先生、亀田病院の理学療法士の方々においで頂き、体力測定、姿勢・歩行バ
ランス、口腔機能のチェックを実施し、63 名の方が参加しました！
7 月 14 日（金）には役場３階の大会議室においても実施します！お近くの方は是非、ご参加下さい！
介護保険の認定を受けず、いつまでも元気で過ごすためには、ご自身の心身の機能を確認し、不調が
あれば、早めに予防することが大事です。年齢が上がるほど介護保険の認定を受ける方の割合も高くな
ります（下表参照）。鋸南町は平成 26 年度以降 80 歳以上の方の認定の割合が下がっています！
町民の皆様が介護予防に取り組んでいる成果です！
鋸南町の初めて介護保険の認定を受ける方の年齢層別の割合の推移

新たに介護保険の認定を受

2
倍

ける方の年齢層別の割合は
75 歳〜79 歳の方は
74 歳未満の方の３倍

３

80 歳以上の方は

倍

75 歳〜79 歳の方の２倍
になっています！

５

料館
鋸南町の知られざる戦時下の実態（二）
（一九三七～一九四五
支那事変・太平洋戦争）

殆ど毎日で都市は焼け野 原となっていったので
す。
しょういだん
わが町にも爆弾・焼夷弾・焼夷カード・機銃掃
射による被害がありました。空襲の度に不気味な
ずきん
サイレンで防空頭巾を被り防空壕に避難し、敵機
が去るのを待っていたのです。夜間は灯火管制で
かぶ
も
電燈に黒布を被せ、光が外に漏れないようにして
ラジオ放送に聴き入りました。晴れた日など、空
を見上げると銀色に輝く飛行機から発する飛行機
ようげき
雲を見て、何故日本の飛行機は邀撃しないのかと
悔しむばかりでした。飛行コースは房総の南端と
伊豆半島の上空です。それは、富士山を目当てに
飛来した結果でした。鋸山山頂には高射砲が設置
されていましたが、高度が高かったので砲弾は届
かず、役立ちませんでした。
本町の被爆状況
昭和十九年十二月三日、
七十機が中島飛行
場を爆撃し、帰路途中に焼夷弾を落下、小保田石
井せいさん方他四世帯が類焼、大帷子上の石井信
から
さんの方へ焼夷弾の殻が落ち、主屋の瓦をぶち貫
き、座敷のこたつの上で止りました。
同日、小保田の川名晋作さんは仕事帰りに小向
さくれつ
橋のところで遭難、小型爆弾が炸裂し破片が尻に
てきしゅつ
突き刺さり、館山病院に入院して破片を 摘 出 した
のです。県下で戦傷者一号だったので、県知事か
ら見舞金が出されました。同二十年一月九日、
ざ こ た
えのきど
が佐久間赤伏・中尾原・川﨑・座古田、榎戸・
堂面・小萩の田園に爆弾を投下。その一個が川﨑
の川崎春吉さんの屋敷畑に落下し、爆風で戸障子
が飛ばされ、土が家の中を埋め尽くしたのです。
すりばち
爆発した後は深さ四米直径八米の擂鉢状の穴があ
きました。小萩に投下された爆弾は不発で、佐久
間ダム工事の折、自衛隊により処理されたのです。
B

（菊間照民）
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空襲による被害
れっせい
日 本 の 真 珠 湾 攻 撃 に よ り 最 初は 米 軍 は 劣勢 で
した。米軍は国民の戦意を高めるため、何として
も日本の帝都を爆撃したいと考え空襲を計画、そ
れには航空母艦を利用するしかなかったのです。
帰路は中国大陸へ帰還させる作戦でした。
日本初空襲は昭和一七年（一九四二）四月十八
日です。そのことが勝山小沿革誌に記載されてい
ます。「警報発令され米機帝都を空襲す。その際
勝山上空を極めて低空にて飛来せしを目撃せ
り。」とあります。なぜ低空で来たのか。それは、
当時電波探知機が設置されていましたが、低空の
場合は探知することができなかったのです。
もくし
かんししょう
そのため、目視する監視哨があり、勝山（学校
橋付近）・平群・館山に設置されていました。そ
こに勤務していた青年の証言によれば、
「 ‐
かんさい
とつじょ
艦載爆撃機が三機山田田子台方面から突如現れ、
北西方面に飛行した。」と話されました。全十六
機で真昼零時十分、東京・川﨑・横須賀に十三機、
他の三機は名古屋方面を攻撃したのです。木更津
かいてき
航空基地から友軍機が発進しましたが、会敵しな
かったのでした。その時の被害は死者五十名、家
屋の損害二六一戸でした。
その後二年余空襲はなく、サイパン・硫黄島
の陥落で米軍基地が構築された昭和一九年（一
ひんぱん
九四四）十一月から空襲は頻繁となり、最初は
写真撮影でその後は何十機、何百機からなる編
隊を組み、昼夜の爆撃で軍需工場が狙われたの
でした。昼間から夜間へ、爆弾から焼夷弾へ、

６

〔山田佑司 さん 第１子 奥山区〕

毎年恒例となっているゴミゼロ運動が５月２７日に町内
全域で実施されました。ゴミの散乱防止とリサイクル運動
の推進を目的として行われ、朝早くから多くの町民の皆さ
んが参加。河川や海岸、道路、公共施設周辺の清掃を行い、
集められたごみの総量は５．６トンにもなり、大きな成果
を上げることができました。今後も、
「ゴミを捨てない、捨
てさせない」を合言葉に、町の美化リサイクルの推進にご
協力をお願いします。

結莉乃ちゃん（０歳９ヶ月）
ゆ

歴史資

B
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わたしハイハイとタッチの練習中。お尻をあ
げたりつかまって立つまでクリアしたとこ
ろ。頑張った後はパパとお風呂。パパは毎日
早く帰ってきてわたしをお風呂にいれてくれ
るの。だからお風呂大好きよ。近頃はなんで
もさわって確かめたい！好きなものや好きな
ことがどんどん増えるとうれしいな。

このコーナーでは、中央公民館でサークル活動をおこなっている
団体の方たちの活動内容の紹介等をします。

お兄ちゃんと仲良く、元気に育ってね！

Ｈ２９．６．５

潤

（第４子） 中 原

たくましく育ってね

・真弓

７

○活 動日 毎週月曜日

み すず

（第３子） 竜 島

剣 くん

午前９時半～午後２時半
す どう

友男 ・好恵

つるぎ

金子

○会 員数 ７名
○代 表者 須藤 美鈴さん

私たち陶芸サークル「つわぶき会」
は、遡ること 年前の昭和 年に、
現在の公民館が建設されたことを機
に、同公民館が主催した「陶芸教室」
が始まりです。教室終了後に同好会
を発足し、現在の陶芸サークル「つ
わぶき会」がスタートしました。
はじめは、館山にお住まいの陶芸
家の石井豊先生に、教室の指導から
引き続いて教えを乞い、３年間陶芸
の基礎をみっちり教えていただきま
した。現在は、発足当時からの会員
の溝口和さんにアドバイスをいただ
きながら、作る楽しみと難しさを同
時に味わっています。
ゆうやく
「つわぶき会」の名前は、釉薬の
織部の色が植物の『つわぶき』の葉
の色に似ているところから名づけま
した。勝山海岸などに自生する『つ
わぶき』の優しい雰囲気の名前を気
に入っています。
陶芸を始めたころは歪んだ不格好
な茶碗などしかできず、がっかりし
ますが、自分で作ったご飯茶碗での
食事は最高で、今度はうまく作ろう
と意欲がわきます。

Ｈ２９．５．３１

筧

拓実くん

みんな大頼を待ってたよ！兄弟仲良くね！

たくみ

（第３子） 竜 島

大頼くん

かけひ

康裕 ・愛美

平島

わが子へのメッセージ

地 区

両親の名前

生年月日

前

名

Ｈ２９．４．２５

かねこ

たいら

ひらしま

１６

３３

５８

６月２０日までの届出分
おめでとう！

会社から同じ有効成分を使った
お薬を製造・販売できるように
なります。それが、ジェネリッ
ク医薬品で、約１億円の費用と
約３～４年の開発期間で済むた
め、低価格で提供できるのです。
ジェネリック医薬品は、新薬
と同じ効果を発揮しなければな
らないので、同じ有効成分をま
ったく同じ量だけ含まれ、服用
した後、同じように吸収され、
血中で同じような濃度になるよ
うに製剤化されなければいけま
せん。逆に形や大きさを変えた
り、添加剤を使って味を変えた
りしても、医薬品としての効果
に影響を与えなければ構わない
のです。また新薬の中には大き
くて飲みにくいものや、苦いも
のがあります、そこで、各社で
は、このような規則を活用して
少しでも飲みやすい薬を開発し
ているのです。
国はジェネリック医薬品使用
の数量割 合を ％以上 にす る
ことを目標にしています。この
ことは医療費全体の経費を下
げ、今後も国民皆保険制度を継
続させていくための重要な事項
と考えられているのです。ちな
みに、平成 年９月の集計では
ジェネリック医薬品の数量割合
は ％ということです。

５６．２

２７

８０

（保健福祉課 健康推進室）

◇問合せ先 税務住民課 住民保険室 ℡５５−２１１２

８

平成２９年８月から
５７，６００円
（課税所得１４５万円未満）

８，０００円

１５，０００円

低所得者Ⅰ
（住民税非課税世帯で年金収入
８０万円以下など）

〔多数回該当４４，４００円〕
平成２９年７月まで
４４，０００円

〔多数回該当４４，４００円〕
８０，１００円

一般

２４，６００円

低所得者Ⅱ
（住民税非課税世帯）

＋（医療費−２６７，０００円）×1％

平成２９年７月まで
４４,０００円
平成２９年８月から
５７，６００円
平成２９年７月まで
１２，０００円
平成２９年８月から
１４，０００円
８月〜翌年７月の年間限度額
１４４，０００円
（課税所得１４５万円以上）

外来＋入院（世帯ごと）
現役並み所得者

外来（個人ごと）
適用区分

「ジェネリック医薬品」
医薬品は、「一般用医薬品」
と「医療用医薬品」とに分けら
れます。
「一般用医薬品」は、
いわゆる市販薬のことで、ドラ
ッグストア・薬局などで処方箋
なしで購入できる医薬品です。
「医療用医薬品」は、医師の診
断によって処方され、患者さん
が自由に購入することはでき
ません。さらに、医療用医薬品
は「新薬（先発医薬品）
」と「ジ
ェネリック医薬品（後発医薬
品）
」に分けられます。
ジェネリック医薬品は、新薬
の再審査終了及び特許期間の
満了後、厚生労働省の承認を受
けて製造販売される医薬品で、
新薬と同一の有効成分を同一
量含有し、基本的の同一の用
法・用量、同一の効能・効果を
有する医薬品です。そのため、
新薬と有効性・安全性が同等で
あり、代替可能な医薬品と位置
づけられています。新薬は、９
～ 年も の歳月 と、 数百億円
以上の費用をかけて開発され
るので、製薬会社は特許の出願
により一定期間、そのお薬を独
占的に製造・販売する権利が与
えられます。しかし、特許期間
が過ぎると、その権利は国民の
共有財産となるため、他の製薬
１７

平成２９年８月から、７０歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が次のように変更になります。
なお、７０歳未満の方の自己負担限度額に変更はありません。

※同一医療機関等における自己負担では、上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担を合算
することがきます。
※多数回該当とは、過去１２か月に同じ世帯で高額療養費の支給が４回以上あった場合の４回目から適用される限度額です。

高額療養費制度とは？

１か月の医療費の自己負担額が、一定の額（自己負担限度額）を超えて高額になったとき、高額療養費として

その超えた分が国保から払い戻される制度です。

自己負担限度額は、７０歳未満か７０歳〜７４歳かどうかで異なり、また所得によっても異なります。

暮らしの情報館

高額介護サービス費の利用者負担の上限額が変わります
（平成２９年８月から）
介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には、月々の負担の上限額が設定されていま
す。１ヶ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、該当する方に申請書を町から送付し（初
回のみ）
、申請により超えた分が払い戻されます。
介護保険制度の改正により、平成２９年８月サービス利用分から世帯のどなたかが町民税を課税されている
方の負担の上限額が、３７，２００円（月額）から４４，４００円（月額）に変わります。
ただし、同じ世帯の全ての６５歳以上の方（サービスを利用していない方を含む。
）の利用者負担割合が１
割の世帯は、年間４４６，４００円（３７，２００円×１２ヶ月）の上限が設けられ、年間を通しての負担額
が増えないようにされます。
（３年間の時限措置）

◇問合せ先 保健福祉課福祉支援室 ℡５０−１１７２

経済的に保険料を納めるのが困難なときは保険料を未納のままにせず、
『国民年金保険料免除・納付猶予制度』
の手続きを行ってください。
保険料免除や納付猶予になった期間は年金の受給資格期間に算入されますが、年金受給額は保険料を納めた時
に比べて２分の１になります。※ただし納付猶予の場合は年金受給額に反映されません。
申請時点から２年１カ月前の月分まで遡及して免除申請をすることができます。
国民年金保険料の納付に困ったら、早めにご相談ください。
△▽申請後１０年以内であれば受給する年金額を増やす制度もあります(追納制度)△▽
△▽申請する際には前年の所得が基準となります。申告を忘れずに行ってください△▽
◇問合せ先 木更津年金事務所 ℡０４３８−２３−７６１６
◇税務住民課

住民保険室

℡５５−２１１２

「社会を明るくする運動」は、国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
６７回目を迎える本年も、７月を

社会を明るくする運動

〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地

域のチカラ〜強調月間として、意識高揚と啓発を中心として、全国的に運動が展開されます。
町では、白石町長を委員長として、保護司会、更生保護女性会、社会福祉協議会で推進委員会を組織し
て、広報車による町内巡回広報活動の実施や街頭キャンペーンを行い、少年の非行防止等の啓発を予定し
ています。
◇問合せ先 税務住民課 住民保険室 ℡５５−２１１２

〜 まだ行ける 渡れそうでも 待つゆとり 〜
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
９

暮らしの情報館

「甲冑ボランティア」募集します！
今年も下記の日程により、頼朝まつりを開催します。地域の皆さんにご協力のもと、イベントを盛り上げて
いくため、甲冑ボランティアを募集します。自薦他薦問いません。
◇頼 朝 ま つ り

１０月８日（日）〜１２月１６日（土）

◇甲冑ボランティア

男性（大人）

７名

２０代〜４０代

女性（大人）

２名

２０代〜４０代

◇期 間 中 イ ベ ン ト

子供（１２０cm〜１４０cm）

１２名

子供（１２０cm 以下）

１名

１０月８日（日）

道の駅きょなん

頼朝まつりオープニングイベント
１２月１６日（土）
◇そ

の

他

道の駅きょなんで行います。

道の駅保田小学校

甲冑隊による水仙まつりＰＲ

２月１７日（土） 頼朝桜まつりオープニングイベント
道の駅保田小学校で行います。

◇申

込

み

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

◇締

切

７月２１日（金）

＊１２月１６日（土）は大人のみとさせていただきます。
＊応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。
また、雨天荒天の場合内容を変更して実施しますので、ご了承ください。

『上佐久間地区』 集落営農化推進に係る
アンケート調査の実施について
佐久間地区活性化推進協議会では、上佐久間地区を対象として下記のとおりアンケート調査を実施します。
下記のとおり、先行して上佐久間地区においてアンケート調査を試験的に実施した後に、他地域においても
アンケート調査を実施予定です。調査地区の上佐久間地区の皆様は、ご協力をお願いします。

◇背景・目的
佐久間地区では、高齢化や担い手の不足により、自家
消費にとどまる農家や出荷の手段が途絶える農家が数多
く存在しています。
そこで、地域農業を集落全体で支える集落営農家の推
進のための基礎資料とするため、アンケート調査を実施
させていただきます。
◇対象地区

集落営農とは？？
機械や施設を共同利用することで生産
コストの低減、仕事の役割分担による効
率化や品質の向上、農地の一元的な活用
による耕作放棄地の解消など、営農活動
が増加することにより集落の活性化に
つながります。

鋸南町上佐久間地区

◇実施時期 平成２９年７月〜８月末
◇方

法 農家組合を経由して各戸にアンケートを配布します。
アンケートは「経営主用」
・「奥様用」
・「後継者用」の３種類に分かれています。

※地域農業の将来を地域みんなで考える時です。ぜひアンケートにご協力をお願いします。
アンケートの集計後、皆様に結果をお返しする予定です。
◇問合せ先 佐久間地区活性化推進協議会事務局
地域振興課 農林水産振興室
℡５５−４８０５
１０

暮らしの情報館

野生獣による農作物への被害を防止するため、集落規模での侵入防止柵の設置に対して国から補助金を交付します。
○交付条件
・町内の３戸以上隣接した耕作農地であること
・設置予定箇所に、野生獣の侵入、被害が発生していること
・被害状況から費用対効果を算出し、投資効果が認められるもの
・電気柵は設置後８年間、物理柵は設置後１４年間維持管理できること
・自力施工で侵入防止柵の設置ができること
○補 助 率 資材費への定額補助（全額）
○申込み・問合せ先

○申込締切 ７月２８日（金）

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）
℡５５−４８０５

事業承継やビジネスのお悩み承ります

事業相談会開催

テーマ【ちょっと実行、健康生活】
日
第１回

時

８月２６日（土）
１４：００〜１５：３０

第２回

９月 ２日（土）
１４：００〜１５：３０

第３回

９月３０日（土）

演 題

・ 講

◇日程：７月２６日（水）
◇場所：雇用創造協議会事務所

師

「くすりの正しい飲み方使い方」
佐藤 秀次

●１１：００〜 セミナー
「事業承継の勘所」
講師：鋸南町金融機関連絡会
京葉銀行 魚路剛司氏

教授

「タッチングの効果」
樺島 稔

助教授

「ロコモティブシンドロームの予防」

◇場 所

中央公民館

◇受講料

無料（３講座受講された方は、大学から修了証が授与されます）

●１３：００〜 個別相談会
・個別相談は１社１時間程度。
・農業、販売、事業承継等、規
模や業種を問わず、お気軽にご
相談ください。

◇定 員

各回５０名

※事前にお申込みください。

１４：００〜１５：３０
◇主 催

大野 佳子

教授

城西国際大学・鋸南町教育委員会

※定員となり次第、募集を締め切らせていただきます。
◇申込み・問合せ先
教育委員会

℡５５−２１２０／５５−４１５１

鋸南町出会い応援イベント
〜「夕涼みないと」で会おう〜

Ｂ＆Ｇ海洋センター夏期プール監視員募集
◇業務内容 プール監視及び清掃
◇勤務期間 8 月 1 日（火）から 8 月 31 日（木）
◇募集人員 2 名 大学生以上
体力に自信があり泳げる方
◇勤務時間及び賃金
①１０：００〜１７：００ 時給 942 円
②１８：００〜２１：００ 時給 1,058 円
◇提出書類 履歴書
◇申込締切 7 月 25 日（火）締切後面接あり
◇問合せ先
B&G 海洋センター ℡５５−４４１１

◇申込み・問合せ先
鋸南町雇用創造協議会
℡２９−７１１７

出会い応援サポーター主催による出会い応援イベント
を開催します。
お申込み・お問い合わせは下記までご連絡ください。
ご参加お待ちしております。
◇日

時

８月１１日（金）
（受付１６：００）
１６：３０〜１９：３０

◇参加資格
【男性】４０代前半までの独身の方で鋸南町に居住
または勤務している方
【女性】４０代前半までの独身の方
◇参 加 費
◇定
員
◇主
催
◇問合せ先

１１

男性２，５００円 女性１，５００円
各１０名 ◇募集締切 ７月２７日（木）
出会い応援サポーター・鋸南町
地域振興課 農林水産振興室
℡５５−４８０５

暮らしの情報館
◇採用の時期 平成３０年４月１日
◇採用予定者と受験資格
一般行政職初級 ４名（職種：一般行政事務）
昭和５７年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた者で、学歴を問わない。
◇申込書の請求先 鋸南町役場 総務企画課 ※町ホームページからダウンロードできます。
◇申込書の提出先 鋸南町役場 総務企画課
◇受付期間 ７月２４日（月）〜８月７日（月） ８：３０〜１７：１５ ※土・日を除く
※郵送の場合は８月７日（月）までの消印有効
◇試験の日時・場所
第１次試験 ９月１７日（日） 館山市立第三中学校
第２次試験 １１月中 鋸南町役場
◇問合せ先 総務企画課 総務管理室 ℡５５−４８０１

◇採用の時期

平成３０年４月１日
◇採用予定者と受験資格 消防職 １０名（消防業務）
平成元年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた次のすべての要件を満たす者で、
学歴を問わない。
〔身体要件〕
（１）視力：矯正視力を含み両眼で０．８以上
（２）聴力、言語及び運動機能：消防職務遂行上支障のないこと
◇申込書の請求・提出先
◇受付期間

◇試験の日時・場所
◇問合せ先

安房郡市消防本部 総務課

※ホームページからダウンロードできます。

７月２４日（月）〜８月７日（月） ※郵送の場合は８月７日（月）までの消印有効
第１次試験 ９月１７日（日）

館山市立第三中学校

第２次試験 １１月中 安房郡市広域市町村圏事務組合
安房郡市消防本部 総務課 ℡２２−２９０２

■航空学生
◇応募資格

海：高卒（見込含）以上２３歳未満の者
空：高卒（見込含）以上２１歳未満の者

◇受付期間 ７月１日（土）〜９月８日（金）
◇試
験
１次試験
９月１８日（月）
２次試験
１０月１７日（火）〜２２日（日）
のうち、指定する１日
３次試験
１１月１６日（木）〜１２月２１日（木）
のうち指定する１日（海自）及び６日（空自）
■一般曹候補生
◇応募資格 １８歳以上２７歳未満の人
◇受付期間 ７月１日（土）〜９月８日（金）
◇試
験 １次試験 ９月１６日（土）〜１８日（月）
のうち指定する１日
２次試験 １０月５日（木）〜１１日（水）
のうち指定する１日
◇応募・問合せ先
自衛隊地方協力本部館山分駐所
℡２２−０３８５
℡０９０−９９５８−８８５１

【テーマ】
○海を綺麗にしている人々の様子
○綺麗な海で楽しく遊び、働いている人々の様子
○海で元気に暮らす生き物の様子
○綺麗な海を航行する船の様子
【募集規定】
◇応募作品

標語・文字の記載がなく、本人のオリジ
ナルで未発表のもの
◇サイズ
画用紙四つ切り
裏に氏名・年齢・性別・住所・学校名・
学年を記入
◇応募対象 鋸南町内の学校に通う小・中学生
◇応募締切 ９月８日（金）※当日必着
郵送または窓口へ直接提出
◇表彰等
各部門毎に第三管区海上保安本部長賞、海上保安協
会関東地方本部長賞を選考し、全部門から１点を特別
審査委員長賞として表彰
【応募・問合せ先】
千葉海上保安部館山分室 ℡２０−０１１８
〒２９４−００３４ 館山市沼９８７番地の１

１２

暮らしの情報館

無料法律相談
≪うちわ作り・魚釣り作り≫
広いお部屋で、折り紙をしたり、おもちゃを使ったり
して、みんなで 仲良く 楽しく 遊べます。
また、色々な遊びを通して親子のコミュニケーション
を深めましょう。
大勢の皆様のご参加をお待ちしております。
◇日

時 ７月２０日（木）１０：００〜１２：００

◇場

所 中央公民館 和室

◇問合せ先 教育委員会 生涯学習室
℡５５−２１２０

千葉司法書士会館山支部では、以下のとおり「千
葉司法書士会館山支部無料相談会」を開催します。
◇日
程 ８月３日（木）
◇時
間 １７：００〜１９：００（要予約）
◇場
所 菜の花ホール（館山市 中央公園脇）
◇相談内容
不動産登記のこと（土地や家について）
、
相続・遺言のこと、会社のこと、成年後見のこと、
裁判のこと、借金のこと、調停のことなど
◇申込み・問合せ先
庄司事務所 ℡４７−４２７７

大腸がん検診の申込みについて
大腸がん検診を下記のとおり実施します。平成２７・２８・２９年度に申し込ま
れている方には、７月上旬に受診のご案内と検体容器をお送りします。また、お申
込みがなかった方の追加申し込みを受け付けますので、電話でお申込み下さい。
◇申込期間 ７月５日（水）〜７月２４日（月）
８：３０〜１７：１５（土・日・祝日を除く）
◇対
象 ４０歳以上で鋸南町在住の方
◇料
金 ２００円（検診当日に徴収します）
◇内
容 専用容器で２日間の便の表面をなぞっていただき、問診
票と一緒に提出していただきます。
提出された便に血液が混じっていないかを検査します。
◇検診日（検便提出日）
・提出場所
７月２５日（火） １０：００〜１１：００
１４：００〜１５：００

鋸南町役場１階

７月２６日（水） １０：００〜１１：００

老人福祉センター

８月２日（水）
８月３日（木）

すこやか

１０：００〜１１：００

鋸南町役場１階

１４：００〜１５：００

老人福祉センター

１０：００〜１１：００

すこやか

◇申込み・問合せ先 保健福祉課

健康推進室

骨粗しょう症
検診のおしらせ
６月にお知らせした骨粗しょ
う症検診は、予定通り実施しま
す。忘れずに受診してください。
◇日時 ７月１３日（木）
■すこやか
９：００〜９：５０
■鋸南町役場
１１：００〜１１：５０
◇問合せ先
保健福祉課 ℡５０−１１７２

℡５０−１１７２

味わいハイキング１４８

８月の味わいハイキングの例会は、夏の宝石ブルーベリー狩りハイキングです。今年は夏目漱石生誕 15０年に
あたります。明治２２年８月７日に保田に来て海水浴を楽しんだそうです。明治の文豪夏目漱石が愛した保田
の海岸をハイキングした後は、色鮮やかな真夏の宝石ブルーベリー狩り体験を行います。
◇日

時 ８月５日（土）

＊雨天の場合 ８月６日（日）

◇場

所 ＪＲ内房線保田駅 ９：４５集合 １０：００出発

◇定

員

車の方は鋸南町保健福祉センター（すこやか）に止めてください。
５０人 ◇参 加 費 ２，０００円（会費、弁当代等含む）

◇持 ち 物

飲み物、保険証、雨具

◇案 内 人

川崎 勝丸氏（千葉県山岳史研究会）

◇コ ー ス

保田駅 →保田海岸

→日本寺跡地

→鋸山入口 →浄水場 →土木遺産汐止橋 →

ブルーベリー狩り（昼食）１２：００前後着 →保田駅１３：３０頃着
◇主

催

鋸南町味わいハイキング ◇協

◇申込期間 ７月２１日（金）〜

力

鋸南町

※定員になり次第締め切らせていただきます。

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。
◇申込み・問合せ先

地域振興課 まちづくり推進室

℡５５

１３

１５６０

中央公民館を会場にしているサークルがあり、新規会員を募集しているサークルは２２団体あります。
興味のある方は、参加してみてください。
（体験も可能です。
）
サークル名

会員数

活動日

活動時間

ポピーコーラス

１５人（女１５）

毎週金曜日

１３：３０〜１５：３０

鋸南絵画同好会

１３人（男 6 女 7）

毎月第 2 土曜日

１３：００〜１５：００

ちぎり絵同好会

３人（女３）

毎月第 3 月曜日

９：００〜１２：００

鋸南竹峰会

6 人（男４女２）

毎月第 2 月曜日

１９：００〜２１：００

モチモチの木

7 人（女７）

毎月第 3 木曜日

９：３０〜１１：３０

古文書を読む会

１４人（男５女９）

毎月第２・４土曜日

１０：００〜１５：００

茶道講座

５人（女５）

毎月第２・４火曜日

１３：００〜１６：００

鋸南囲碁同好会

８人（男８）

毎週木曜日

１３：００〜１７：００

鋸南菊花愛好会

１３人（男１１女２）

鋸南町盆栽会

7 人（男５女２）

美鈴会

３人（女３）

毎週木曜日

１９：３０〜２０：３０

鋸南ダンス友の会

１４人（男 6 女８）

毎週月・木曜日

１８：００〜２１：００

生活ヨガサークル

１５人（男２女１３） 毎週火曜日

えあろび組

１０人（女１０）

隔週水曜日（月 2 回） １９：３０〜２０：３０

ハワイアンプルメリア鋸南

１５人（女１５）

毎週木曜日

１９：００〜２１：３０

マーガレット（インディアカ） １０人（男５女５）

毎週金曜日

２０：００〜２１：００

南房総誠吟会鋸南第１教場

９人（男 6 女 3）

毎週水曜日

１９：００〜２１：００

南房総誠吟会鋸南第２教場

５人（男 1 女４）

毎週水曜日

１３：３０〜１５：００

南房総誠吟会鋸南中央教場

５人（男 4 女１）

毎週火曜日

１９：００〜２１：００

パッチワーク友の会

７人（女７）

第１・３水曜日

１３：１５〜１５：１５

さくらんぼ

７人（女７）

３B 体操鋸南教室

７人（女７）

不定期（１・２・８・１１月）
不定期（年６回位）

１０：００〜１１：３０

不定期
隔週月曜日（月２回）

１０：００〜１１：３０

※募集状況や活動内容は、変更する場合がありますのでご了承ください。
◇問合せ先 中央公民館 ５５−４１５１

図書室より大切なお知らせ

本の貸し出し方法が変わりました！！

これまで使っていた貸出券がカードに変わります。
カードを作成し、お渡しします。
（土日は、申込みのみ受け付けます）
既に、登録されている方は、貸出券をお持ちください。カードと交換いたします。
次回からはカードをお持ちください。１人３冊まで借りられます。
（２週間）

●今月のおすすめ

今話題の本がたくさん入荷しました！！
またよし な お き

★芥川賞受賞作家又吉直樹第２弾〜「劇場」又吉直樹

★ベストセラー料理ブロガーの最新作〜「全部レンジで朝すぐ！

おくだかずみ

弁当」奥田和美 ★あなたの「ひと言」が幸せをまねく〜「あなたの人生を変える一筆箋活用術」むらかみかずこ
いじゅういんしずか

★国民的ベストセラーシリーズ〜「さよならの力」伊集院 静

ひがしのけい ご

★読書の愉快ここにあり。〜「素敵な日本人」東野圭吾
あまかす

★妊娠と出産にまつわる、七編の小説集〜「産まなくても、産めなくても」甘糟りり子

●その他図書
たちばな

あきら

くりはら

・
「犬から聞いた素敵な話」山口花 ・
「ダブルマリッジ」 橘
玲 ・
「はるみのこねないパン」栗原はるみ ・
「音の
おがわみちこ
「マイクロバイオームの世界」ロブ・デサール＆スーザン・Ｌ／パーキンズ ・
「体の中の異物『毒』
記憶」小川理子 ・
こじょうしょうすけ
し ま だ ゆきひさ かやはらまさつぐ
の科学」小城 勝 相 ・
「貝と文明」ヘレン・スケールズ ・
「植物の体の中では何が起こっているのか」島田幸久・萱原正嗣
か ぬかひろたか
・
「なぜ蚊は人を襲うのか」嘉糠洋陸
他
※詳しくは鋸南町ホームページをご覧ください。

◇問合せ先 中央公民館

℡５５−４１５１

１４
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Ｂ ＆ Ｇ
教
幼 児

子ども

大 人

室

Ｎ Ｅ Ｗ Ｓ

期

間

時

間

サマーリトル

7/27(木)〜8/26(土)の開催日から５回選択

サマーＡ

7/25（火）〜7/29（土）全５回

サマーＢ

8/8（火）〜8/12（土）全５回

サマーＣ

8/22（火）〜８/2６（土）全５回

サマーＤ

7/27(木)〜8/２４(木)の間の毎週木曜日全５回

19:00〜20:00

サマーアクア

8/1(水)〜8/29(水)の間の毎週火曜日全５回

14:00〜15:00

10:00〜11:00

9:00〜10:00

サマーリフレッシュ 7/29(土)〜8/26(土)の間の毎週土曜日全５回

11:00〜12:00

料金（町民）
２，０００円

２，７５０円

３，２５０円

8 月は午前中からプール開放します。お休みなし！たくさん遊びに来てね
◇申込み・問合せ先

老

人

福

開館延長日

祉

Ｂ＆Ｇ海洋センター

℡５５−４４１１

セ ン タ ー 『 笑

楽

の 湯

』

１９：００まで（お風呂は１８：３０まで）

７月 8 日（土）
、9 日（日）
、１5 日（土）、１6 日（日）、１7 日（月）、２2 日（土）、
２3 日（日）、２９日（土）
、３０日（日）、８月５日（土）、６日（日）
休館日

７月１０日（月）
、１８日（火）、２４日（月）、３１日（月）、８月７日（月）

◇開館時間

９：００〜１６：００（入浴時間１０：００〜１５：３０）
【開館延長あり】

◇問合せ先

老人福祉センター

℡・Fax５５−８８３０

皆様お誘いあわせの上、お越しくださいますよう、スタッフ全員でお待ちしております。

笑 って楽 しく頭 と身 体 を動 かす 会
団体名
田町福寿会
小保田すいせんの会
楽生会

開催日
時 間
１０：3０〜
１7 日
５日 １９日 １３：３０〜
１０日

２４日 １４：００〜

〜 ７ 月 予 定 〜
場 所
田町コミュ二ティセンター
小保田コミュ二ティセンター
淨蓮寺

内宿福神会

５日

１９日

１３：３０〜

内宿青年館

浜げんき会

１３日

２7 日

１３：３０〜

本郷浜区コミュ二ティセンター

１３：３０〜

芝台青年館

中原あやめ会

１２日 ２６日
２１日

１３：３０〜

中原コミュ二ティセンター

鋸東睦会

２１日

１０：００〜

鋸東コミュニティセンター

芝台生き生き会

友遊会
本郷長寿会
竜島さくら会
ききょうの会

１１日

２５日 １０：００〜

２８日
１３日

２０日

中道台コミュニティセンター

１０：００〜

本郷コミュニティセンター

１３：３０〜

竜島区民会館
本郷上公民館

１３：３０〜

中佐久間元気クラブ

７日
１４日

富士見クラブ

１９日

１３：３０〜

大帷子下コミュニティセンター

すこやか保田

２４日

１３：３０〜

すこやか（気功）
すこやか
すこやかポールウォーキングしましょう会

１０日

１３：３０〜

すこやか
すこやか

20 日
※雨天中止

１３：３０〜

すこやか

９：３０〜

１５

中佐久間公民館

暮らしの情報館

７月 ５日（水） 鋸南小学校ＰＴＡ資源回収日
移動交番開設 １３：３０〜１５：００（道の駅保田小学校）
８日（土） 勝山地区祭礼
９日（日） 浮島神社島祭礼 １０：３０
１１日（火） 子育てサロン １０：００〜１２：００（すこやか）
健康相談 １３：３０〜１４：００（老人福祉センター）
１３日（木） 移動交番開設 １０：００〜１１：３０（中央公民館）
１４日（金） 行政相談 １３：００〜１５：００（ボランティアセンター）
１５日（土） 味わいハイキング〔鴨川から鋸南までロングハイキング〕
【おしらせ版６月２０日号】
２０日（木） 親子で遊ぼう仲良し広場【Ｐ１１参照】
２１日（金） 移動交番開設 １３：３０〜１５：００（道の駅保田小学校）
２２日（土） 行灯まつり １７：００ （谷地区 不動尊付近）
海水浴場開設（勝山・保田）
２６日（水） オアシス家庭教育相談 １９：００〜２１：００（中央公民館）
※要予約 教育委員会 ℡５５−２１２０
夏期海水浴場開設
移動交番開設 １０：００〜１１：３０（中央公民館）
７月２２日（土）〜
２７日（木） 移動交番開設 １０：００〜１１：３０（道の駅保田小学校）
８月１３日（日）
２８日（金） １歳６か月児健診 １３：００〜（すこやか）
対象 H27.9.1〜H27.12.31 生まれの幼児
移動交番開設 １３：３０〜１５：００（道の駅保田小学校）
２９日（土） 海水浴場開設（大六・鱚ヶ浦・元名）
８月 ２日（水） 鋸南小学校ＰＴＡ資源回収日

固定資産税（２期）は８月１日（火）が納期限です。

人 の 動 き

６月１日現在
（前月比）

世帯数

３，７０４世帯 （△２）

人

口

８，１５１人

（△５）

うち男

３，８９８人

（△４）

女

４，２５３人

（△１）

７月
９日（日） 館山病院（館山市）

℡２２−１１２２

山本医院（南房総市）

℡４４−０８９９

１６日（日）

鋸南病院

℡５５−２１２５

１７日（月）

富山国保病院（南房総市）

℡５８−０３０１

亀田ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ館山（館山市）℡２０−５５２０

〜写真さしあげます〜

２３日（日）

館山病院

３０日（日）

赤門整形外科内科（館山市） ℡２２−０００８
花の谷クリニック（南房総市）℡４４−５３０３

広報に掲載した写真をさしあげます。
８月

一部希望に添えない場合もあります。

６日（日）

◇総務企画課 広報担当
℡55-4801

℡２２−１１２２

東条病院（鴨川市）℡０４−７０９２−１２０７
花の谷クリニック（南房総市）℡４４−５３０３

☆安房地域医療センターは、土・日曜日、祝日も 休日救急病院
℡２５−５１１１

善 意 の 寄 付

〜ありがとうございました〜

５月１９日から６月１４日までにいただいた寄付
寄付件数

１６件
１６

寄付金額

４３０，０００円

