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８月より、新しい ALT として、Shaun Cook （ショーン・クック）先生が着任しました。
アメリカ・フロリダ州の出身で、とても背が高く、趣味はサーフィン、サイクリング、彫刻、DIY 等スポーツ
から芸術まで多岐にわたります。また、仏教など、日本の文化にも大きな関心があるそうです。
現在は鋸南小学校と鋸南中学校で、子ども達と一緒に楽しく英語の授業を行っています。

１

自主財源のその他に
は、財産収入、諸収
入、寄付金が含まれ
ています。

（単位：％）

その他
4.1

依 存財源のそ の他に
は、地方譲与税、地方
消費税交付金、自動車
取得税交付金等が含
まれています。

町民の皆さまから納めていただい
た税金をはじめ、各種料金や国県か
らの補助金などが、どのように使わ
れたかを明らかにする決算が、９月
定例議会で認定されました。
今回認定された平成２８年度決算
は、一般会計歳入歳出決算、国民健
康保険特別会計歳入歳出決算、介護
保険特別会計歳入歳出決算、後期高
齢者医療特別会計歳入歳出決算、水
道事業会計決算、鋸南病院事業会計
決算で、その概要は次のとおりです。

一般会計歳入
平成２８年度の歳入総額は、４３億２，１９９万１千円で、前年度比△４億６，７８５万６千円、９．８％の
減となりました。その内訳は、町税、使用料及び手数料、繰入金、繰越金など自主財源が３１．１％、地方交付
税、国県支出金、町債などの依存財源が６８．９％を占め、自主財源の比率は前年度より２．０％増となりまし
た。
歳入減の主な要因は、地方交付税が前年度と比べ３．１％減、都市交流施設整備事業主要工事が平成２７年度
に終了したことにより、国庫支出金が前年度と比べ２１．０％減、町債が４２．９％の減となったためです。

★性質別歳出の内訳
区

分

1 経常的経費
うち

人件費

算

額

構成比％

２９億１，３４５万９千円

70.3

７億８,１７３万９千円

18.9

扶助費

３億６,７７２万６千円

8.9

公債費

５億１,５３４万５千円

12.4

物件費

６億４,６０３万２千円

15.6

維持補修費

１,２７９万

補助費等
2 投資的経費
うち

決

普通建設事業費

円

0.3

５億８，９８２万７千円

14.2

４億３，７０１万６千円

10.6

４億３，０９５万６千円

10.5

災害復旧事業費

６０６万

円

0.1

3 積立金

２億

５０１万９千円

5.0

4 投資及び出資金、貸付金

１億

８５１万５千円

2.6

5 繰出金

４億７，７４６万４千円

11.5

４１億４,１４７万３千円

100.0

合

計

２

★２８年度の主要事業
・橋梁長寿命化修繕事業（元名・天寧寺大橋）
８，９４８万２千円
・都市交流施設整備事業

６，６８３万９千円

・臨時福祉給付金給付事業

６，６８０万５千円

・学童保育所建設事業

６，１１９万３千円

・行政ネットワーク機器整備事業
５，３００万４千円
・道路改良事業（町道３０１５号線）
３，２３４万９千円
・幼稚園園舎建設設計・地質調査事業
２，５４３万４千円
・地方創生関連事業
２，２７３万４千円
・循環バス運行事業

１，８４４万９千円

・有害鳥獣対策事業

１，９６３万

円

・中山間地域等直接支払交付金事業
１，３０５万６千円

一 般 会 計 決 算 額
歳入総額

４３億２，１９９万１千円

歳出総額

４１億４，１４７万３千円

実質収支

１億６，５３８万９千円

単年度収支

△９，９６４万１千円

町 民 の負 担 と町 の支 出
１人 あたり使 われたお金

５０７，６５８円

１ 人 あた り 負 担 し た 町 税

９４，０２８円

１世帯あたり使われたお金

１，１１９，０１５円

１世帯あたり負担した町税

２０７，２６４円

人口 ８，１５８人、世帯数 ３，７０１世帯
（Ｈ２９．３．３１現在）

一般会計歳出
平成２８年度の歳出総額は、４１億４，１４７万３千円で、前年度比△３億４，４３３万５千円、７．７％の
減となりました。目的別の主な増減要因は、議会費が議員共済会負担金の減等により９．１％の減。総務費は都
市交流施設整備事業が商工費の運営経費に移行したことにより４９．２％の減。民生費は学童保育所建設事業に
より１０．４％の増。衛生費は鋸南病院会計、水道会計への繰出金の増により１３．２％の増。農林水産業費は
有害鳥獣対策事業費増により０．７％の増。商工費は都市交流施設事業が運営経費に移行したことにより８４．
３％の増。土木費は平成２7 年度事業橋梁修繕工事が平成 28 年度に繰越されたことにより４４．４％の増。消
防費は消火栓改修事業負担金の増により３．８％の増。教育費は幼稚園建設工事設計委託費の増により、９．５％
の増となりました。
性質別では、人件費、物件費、公債費等の経常的経費は２９億１，３４５万９千円で、前年度比５，３８５万
２千円、１．９％増となりました。主に臨時福祉給付金事業により、扶助費が前年度比１７．５％増となったた
めです。また、投資的経費は都市交流施設整備事業主要工事が平成２７年度に終了したことにより前年度比５５．
２％の大幅減となりました。

収 支
歳入歳出差引額は１億８，０５１万８千円で、翌年度へ繰り越すべき財源１，５１２万９千円を除いた実質収
支は１億６，５３８万９千円の黒字となりました。
また、昨年度の実質収支との比較である単年度収支は、９，９６４万１千円の赤字となりました。
なお、町の借金である町債の平成２８年度末残高は４３億９，３８２万１千円で、前年度と比較し２億１４４
万５千円の減となりました。

●国民健康保険特別会計
国民健康保険特別会計は、歳入総額１５億９，４７２万８千円（前年度比３．２％の増）
、歳出総額１４億５，
４８５万１千円（前年度比１．２％の減）となりました。
歳出のうち保険給付費が８億７，５１４万４千円で全体の６０．２％を占め、その他には後期高齢者支援金１
億４，６９８万９千円などがあります。
加入者が納付した保険料は、１世帯当たり１５万８千円、１人当たり１０万円となりました。一方、支出した
保険給付費用額は、１世帯当たり６５万４千円、１人当たり４１万４千円となりました。

●後期高齢者医療特別会計
後期高齢者医療特別会計の概要は、歳入総額１億１，８６４万１千円、歳出総額１億１，６０４万９千円となり、
差引収支は２５９万２千円となりました。平成２９年３月３１日現在の医療対象者数は１，９５８人となっています。

３

●介護保険特別会計
介護保険特別会計決算の概要は、歳入総額が１２億８，４４６万８千円（前年度比０．２％の減）
、歳出総額
が１２億４，６８６万６千円（前年度比０．３％増）となりました。
このうち保険給付費が１１億６，０１２万９千円と全体の９３．０％を占めます。
なお、平成２９年３月３１日現在の第１号被保険者数（６５歳以上の方）は３，７０４人で、そのうち要介
護（要支援）認定者数は６９９人となっています。

●水道事業会計
水道事業会計における収益的収入は、５億３，６０６万１千円で、前年度比９．０％の増となりました。その
内訳は、給水収益２億８，７８５万５千円が全体の５３．７％を占め、その他に一般会計補助金１億６６万円、
県補助金９，７２４万６千円及び長期前受金戻入額（※１）４，１５４万６千円などとなっています。
収益的支出は、４億６，０２２万７千円で、前年度比２．１％の減となりました。主なものは、減価償却費１
億５，３００万９千円（構成比率３３．２％）
、南房総広域水道企業団からの受水に対する費用１億４，７８３万
円（構成比率３２．１％）
、職員給与費６，６４６万５千円（構成比率１４．４％）企業債利息３，９７２万３千
円（構成比率８．６％）となっており、その他に、薬品費、動力費、修繕費、委託料、消費税及び地方消費税な
どが支出されています。この結果、消費税及び地方消費税抜きの損益計算において、６，８７６万２千円の純利
益が生じました。
また、資本的収入は、企業債借入金７，０００万円の収入です。資本的支出は、２億１，３６１万７千円とな
り、その内訳は、借入した企業債の償還金１億２，４４５万６千円及び配水管布設替工事等に係る費用８，９１
６万１千円となっています。資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億４，３６１万７千円は、過年度分損
益勘定留保資金などで補填しました。
※１ 長期前受金戻入額とは、補助金等をもって取得した固定資産において、補助金等の金額に相当する減価
償却分を収益化したもので、支出の減価償却費同様に現金の伴わないものである。

●鋸南病院事業会計
鋸南病院事業会計は、指定管理者制度を導入して９年目の決算となります。
病院事業会計の収益的収入は５，４９２万９千円で、一般会計等からの繰入金４，６４９万７千円、文書料が
２８６万２千円、指定管理者交付金１００万円などとなっています。収益的支出は８，８２１万９千円で、減価
償却費３，８３６万１千円、企業債償還利息３５６万２千円で、その他に指定管理者交付金４，３４１万円など
が支出されています。
消費税及び地方消費税抜きの損益計算において、３，３４７万６千円の純損失が生じました。また、資本的収
入は５，１２５万４千円で、一般会計からの出資金は５，１２５万４千円となっています。資本的支出は５，１
２５万４千円で、企業債の償還元金４，５２２万２千円と医療機器購入に係る建設改良費６０３万２千円となっ
ています。

平成２８年度決算における健全化判断比率及び公営企業会計（水道・病院）の資金不足比率は以下のとおりで、
いずれも早期健全化基準又は経営健全化基準以下となりました。また、この比率は平成２９年９月定例議会（９
月４日開催）において、監査委員の意見を付し報告致しました。
健全化判断比率

平成２８年度

早期健全化基準

財政再生基準

①実質赤字比率

―％

１５．００％

２０．００％

②連結実質赤字比率

―％

２０．００％

３０．００％

③実質公債費比率

１４．７％

２５．００％

３５．００％

④将来負担比率

８１．６％

３５０．００％

基準なし

※①と②の比率「 ％」は赤字が無いため、比率が無いという意味です。
資金不足比率

平成２８年度

経営健全化基準

鋸南町水道事業会計

―％

２０．０％

鋸南町病院事業会計

―％

２０．０％

※「 ％」は資金不足が無いため、比率が無いという意味です。
☆決算についてのお問合せは・・総務企画課 企画財政室 ℡５５−４８０１（Fax５５−１３４２）

４

町内で地域の活性化に取り組んでいる住民主体の団体を支援する「鋸
南町まちづくり支援事業」に、今年度は、昨年度からの継続１団体から
応募があり、補助対象として決定しました。
あんざき
補助対象となった佐久間ダム湖ファンクラブ（ 安崎
団体の活動内容等は次のとおりです。

みのる

實 代表）では、

佐久間ダム湖周辺を観光地として賑わせるため、佐久間ダム年間集客プロ
ジェクトを首都圏５大学の建築学科の学生たちの協力を得て、地域の人々
と多世代で楽しめる交流イベントやワークショップ等を開催していいま
す。
８月１９日には「竹の工作教室」を開催し、竹の器などを作り、作った
竹の工作教室の様子
器を使い流しそうめんを行いました。
活力のある新規事業を考えている団体の皆さん、来年度挑戦してみてはいかがですか。
◇問合せ先 総務企画課 企画財政室 ℡５５−４８０１

子ども会デイキャンプを開催しました
９月２３日、鋸南町子ども会育成連盟と鋸南町青少年相談員連絡協議会共催のデイキャンプが佐久間ダム湖
都市・農村交流広場で行われ、幼稚園から小学６年生、保護者や子ども会役員と青少年相談員、総勢８３名が
参加しました。

子どもたちは、ジュニアリーダーが中心となりレクリエーション
ゲームを楽しんだり、木材に枝や貝殻を貼り付け、オリジナルフォ
トフレームを作りました。
お昼には牛乳パックを使ってホットドッグ作りをし、自分たちで
作った熱々のホットドッグと、青少年相談員が用意してくれた焼き
そばとかき氷もほおばりました。
参加した子どもたちは、
「自分だけのフォトフレームを可愛く作る
ことができた」
「おなかいっぱい食べた」
「すごく楽しかった、また
参加したい」と、笑顔で話していました。
子ども会育成連盟では、今後も子どもたちが様々な体験ができる
ような事業を進めていきます。

９月３日、鋸南町消防団第１分団、第２分団（勝山・佐久間地
区管轄）及び女性消防団による合同中継訓練が佐久間ダム周辺で
実施されました。
訓練は実際の火災発生を想定し、サイレンを合図に消防団員は
各消防団詰所より出動、模擬火点に対し迅速に消火活動を実施、
様々なケースを想定して行うと共に、機械操作の習熟のため、団
員は繰り返し放水訓練を行いました。
館山消防署鋸南分署では訓練指導にあたり、団員に対し消火活
動における機械器具の取扱いや危険回避行動について指導しま
した。消防団では火災時に迅速な消火活動が行えるよう日々訓練
を行っています。

５

きもの

９月２２日に、移住定住分野の振興を目的として活動する
はなざわ か え

「鋸南町地域おこし協力隊」として、花澤華衣さんを委嘱し
ました。
花澤さんには、これまでの経験や自身の持つ能力を活かし
ながら、鋸南町の交流人口の増加に向けた活動や定住人口の
増加に向けた活動等を行っていただきます。
任期は平成２９年１０月１日から最長で３年間ですが、活
動を行う中で自身の生業を確立し、活動終了時には鋸南町に
定住してもらうことを目指して頂きます。

９月７日、勝山漁業協同組合が新造船「第十八笠間
丸」の完成披露式典を行いました。
当日は天気にも恵まれ、会場には多くの人が集まり、
船の試乗に参加した人は、浮島一周の航行を楽しみま
した。

牛乳を使うことで減塩でも美味しく仕上がります。
カルシウムたっぷりです。もう１品ほしいときに
おすすめです。
＜材料

２人分＞

切干大根・・・・・・１０ｇ
にんじん・・・・・・５ｇ
しいたけ・・・・・・１/２本ヶ

作り方

しょうが・・・・・・１かけ（６ｇ）
さやいんげん・・・・５ｇ
ちくわ・・・・・・・１/２本
油・・・・・・・・・少々
牛乳・・・・・・・・１/2 カップ
だしの素・・・・・・小さじ１/４
しょうゆ・・・・・・小さじ１/４

栄養価（１人分）
エネルギー70kcal、たんぱく質 3.4ｇ、脂質 3.1ｇ、
カルシウム 84ｍｇ、食物繊維 1.4ｇ、塩分 0.7ｇ

◇協力 鋸南町食生活改善協議会

６

終戦

れ

な

か月）

玲那 ちゃん

（０歳

〔井関 幸介さん
第１子 本郷上区〕

ハ イハ イ＆つ かま り立ち で

お うちのな かを探検する こと

と、パパと入るお風呂が私の２

大お気に入り生活。そして次の

目標は歩けるようになること。

そ うしたら お散歩ってい うの

に挑戦するのよ。いろんな「初

めて」が次々あるのでわくわく

しちゃう毎日なの。今日もパパ

が早く帰ってきますように。

９月２６日までの届出分

料館
鋸南町の知られざる戦時下の実態（五）
（一九三七～一九四五
支那事変・太平洋戦争）

（菊間 照民）

広島（八月六日）や長崎（八月九日）に原爆が投下
され多数の負傷者が出たこと、ソ連が参戦したという
情報があって町民は不安の日々でした。
八月十五日朝、ラジオは正午に天皇の重大放送があ
き
るから聴くようにと報じていました。
天 皇は 最後 の決 戦 を呼 び かけ るの では な いか と 考
えていた人もいましたが、放送はポツダム宣言（降伏
じゅだく
勧告したもの）の受諾でした。日本は必ず勝つと洗脳
へきれき
されていたので、青天の霹靂の人、落胆の人、様々で
した。
敗戦＝急転直下の出来事、悔しさと安堵感で、割り
切れないものを感じ、これから日本はどうなっていく
のだろうか、とにかく戦争は終わったのだと誰もが思
ったのでした。一時的にパニックとなり、流言飛語が
飛び町民は落ち着きなく暮らしました。治安維持のた
め警察と憲兵（軍警察）が町を巡視したのです。
八 月二 十日 には 暗 い生 活 であ った 夜の 灯 火管 制 が
解除され、明るい夜がやってきました。
同 二十 二日 には 連 合軍 が 本土 に進 駐す る から 駐 屯
している軍隊は除隊解散命令が出て、各家庭に帰った
のです。
進駐が発表されると進駐軍兵士に男は去勢、女は暴
行され るという噂が 広がり 、町当局は回 覧版を回し 、
「婦女子はふしだらな服装をしないとか、進駐してき
たときは、外出しないこと」などの心得を出したので
した。
長い戦争で物資は不足し、特に食糧事情が悪く
こんきゅう
困 窮 し農村に買い出しに出かけたのです。
魚 や衣 類等 と物 々 交換 し 食べ 物を 調達 し たの で し
あいにく
こうとう
た。生憎、終戦年は米は大不作でしたので高騰もあり、
き が
生活は苦しく都会では飢餓死する人もいたのです。

７

１０

●連載 30１

第十八突撃隊（勝山隊）
府立一中（現日比谷高校）の臨海寮は佐久間川河口
かんだ
の蟹田の松林に建てられ、人目につかなかった場所で
した。
そこに昭和二十年四月第十八突撃隊（魚雷発射と自
爆訓練の秘密隊）が駐屯しました。日本は最後の手段
として航空特攻（神風特攻）と海中特攻（人間魚雷）
ひっさつ
に頼る必殺肉弾攻撃以外なかったのです。その人間魚
ひそ
雷「海竜」が密かに勝山に十二ハイ配備され、黒い船
いんぺい
体を三分の一海上に出し、大黒山と岩井袋に隠蔽する
ていはく
横穴が完成する まで、 勝山港沖合 に停泊していまし
た。地元の人は異様な目で見ていたのです。
く ど う えいぞう
工藤英三中尉 以下三十 数名が日夜厳し い訓練を鋸
よ か れん
山の沖合から洲崎間で行いました。隊員は予科練出身
パイロット
者です。本来は軍の飛行操縦者になるため、旧制中学
い し い しんいち
三年生で受験したのです。本町でも中佐久間石井信一
は安房中在学中予科練に入隊し、昭和十七年十月ソロ
モン海戦で戦死されたのでした。
予科練に入隊するには試験は難しく、狭き門でした
ので、隊員は誇りを持って訓練に励んでいたのです。
はば
海竜は全長十七・二八米幅三米、水中速力九・八ノ
よく
ット（約四十六Ｋ）で機体の両側に水中翼 をもち、
せんこう
翼を上下させ潜航・浮上を瞬間的に行う水中飛行機の
新兵器で二〇〇米も潜ることができました。頭部に六
〇〇Ｋの爆薬を積み、敵艦を待ちうけて体当たりした
せいかん
ので、生還は許されるものではありません。二人乗り
ていない
まみ
で艇内は狭く、むさ苦しく汗と油で塗れる毎日だった
のです。

今月は掲載希望がありませんでした。

歴史資

暮らしの情報館

ませんが、治療の方法は明らかに
なってきています。まず薬物療法
では欠乏している ドーパミンを
補充したり、産生を促したり、働
きを進めたりする薬があります。
薬には必ず副作用 がありますか
ら、主作用がきち んと出ている
か、副作用で生活の質が低下しな
いかを医師や薬剤 師によく診て
いただくことは欠かせません。リ
ハビリテーション は病期や重症
度に応じて運動療法を行います。
病気の初期と、進行期に特に有効
といわれます。動作開始に時間が
かかる、動きが小さくなるためリ
ズムが乱れる、外部からの刺激に
対する反応が鈍く なって転倒し
やすくなるなどの 特徴的な運動
障害に対して、目で見てわかる合
図や、音の活用などにより動作を
始めやすくしたり、ゆっくりでリ
ズム良く、大きな動作をするよう
に練習するとよいでしょう。転倒
防止の訓練はけが の予防のため
非常に大切です。運動療法は理学
療法士など専門家の指導のもと、
安全を確保したう えで行いまし
ょう。

（保健福祉課 健康推進室）

時 １１月１１日（土）１３：００〜１６：００

◇会

場 幕張メッセ国際会議場

理解を深めることができます。福祉

※参加費無料、事前申込不要

ホームページ http://www.chibakenshakyo.net/

８

祉・介護」のこれからの可能性と魅
力について語っていただきます。

℡０４３−２２２−１２９４

専門職の仕事の内容や役割について

◇同日開催 「福祉のお仕事セミナー２ｉｎ幕張」１０：３０〜

の現場で活躍している職員から「福

千葉県福祉人材センター

◇問合せ先 千葉県社会福祉協議会

コンベンションホール他

◇日

保険医療機関からの診療報酬明細書（レセプ
通知の内容は、世帯内の国保加入者全員の受診した病院など

パーキンソン病
パ ーキ ン ソ ン 病 は 歳 代 か ら
歳 代に 発症 する こ とが 多 い 神
経の病気です。中脳の神経細胞が
変性したり脱落するために運 動
を制御する働きが損なわれ、初期
しんせん
には手指 の振るえ （振戦）、 筋肉
きんきょうごう
）歩行や動
のこわばり（ 筋 強 剛、
むどう
き の遅さ （無動）、 姿勢が前かが
みになり少しの刺激で転びや す
い（姿勢調節障害）などの運動障
害といわれる症状が現れます。病
気が進むと、便秘・尿失禁・起立
性低血圧・睡眠障害・うつ状態・
感情が乏しくなる・認知機能障害
など非運動症状を含めた多様 な
症状が加わり徐々に進行します。
パーキ ンソ ン病 の明 らか な 原
因は不明ですが、病気の正体は脳
内のドーパミンという物質の 欠
乏によることがわかっています。
脳血管障害の後遺症や薬剤の 副
作用などでパーキンソン病と 似
た症状が、みられる場合があり、
これはパーキンソン症候群と 呼
ばれます。
パーキ ンソ ン病 の効 果的 治 療
には①薬物療法②リハビリテ ー
ション③生活指導の３本柱が 大
50

切です。完治させる治療法はあり

70

国民健康保険に加入している皆さまが、病院などにかかったときの医療費はいくらかかっているかご存じで
しょうか。

どの窓口で支払い、残りの額は保険者（町）が病院などに支払っています。

病気やケガの治療のため、被保険者証を利用し病院などで受診された場合、皆さまが医療費の一部を病院な

また、町が病院などに支払っている医療費は、主に皆さまが納めている保険料によってまかなわれています。
この大切な保険料を有効に使うため、また、皆さまの医療費に対する認識、理解を深めていただくため、年
４回、医療費通知を行っています。

ト）を基に作成したものとなります。

なお、この医療費通知は個人の受診管理や受診の抑制を目的としたものではありません。

直接医療機関へお願いします。

お送りしました医療費通知による、診療内容や病名等についてのお問い合わせは、

通知書の再発行はできませんので、大切に保管されますようお願いします。

◇問合せ先 税務住民課 住民保険室 ℡５５−２１１２

福祉の仕事就職フェアｉｎちば

◇参加方法 直接会場へお越しください。参加費無料、履歴書不要

暮らしの情報館

総合検診等の会場を変更します
衆議院議員総選挙の執行に伴い、総合検診及び胸部レントゲン検診車の巡回会場を下記のとおり変更します。
再度ご確認の上受診してください。

◇総合検診日程
受付時間：午前７時〜午前９時
月

日

会場

対象地区

送迎バス

１０月１９日(木)

保健福祉総合センター
すこやか

小保田・市井原・横根・
本郷上・大帷子上・江月

大崩
鋸東地区

１０月２０日(金)

保健福祉総合センター
すこやか

大崩・中道台・本郷浜・芝台・
中原・元名

すこやか

１０月２２日(日)

鋸南町役場

中佐久間・田町・岩井袋
佐久間地区

１０月２３日(月)

鋸南町役場

上佐久間・町・内宿・仁浜
役 場

１０月２４日(火)

鋸南町役場

奥山・両向・本郷・竜島

１０月２５日(水)

中央公民館

吉浜・大六・大帷子下・竜島

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。

◇結核・肺がん検診のみ（胸部レントゲン車）巡回の日程
実施日
１０月 19 日（木）
１０月２0 日（金）
１０月２2 日（日）
１０月２3 日（月）

時 間
７：００〜９：００
１０：００〜１０：１５
７：００〜９：００
１０：００〜１０：１５
７：００〜９：００
１０：００〜１０：１５
７：００〜９：００
１０：００〜１０：３０
７：００〜９：００

１０月２４日（火） １０：００〜１０：２０
１０：３０〜１０：５０
７：００〜９：００
１０月２５日（水） １０：００〜１０：３０
１０：４５〜１１：００

◇問合せ先 保健福祉課

場

所

総合検診 保健福祉総合センター
鋸東コミュニティセンター
総合検診 保健福祉総合センター
大帷子下コミュニティセンター
総合検診 鋸南町役場
岩井袋バス停脇
総合検診 鋸南町役場
漁村センター西側
総合検診 鋸南町役場
中組コミュニティセンター
中佐久間公民館
総合検診

中央公民館

竜島子どもプール跡地
大六コミュニティセンター

℡５０−１１７２

●サークル紹介休載のおしらせ●
今月号のサークル紹介は都合によりお休みし、１１月号より再開いたします。１０月２８日（土）
、２９日
（日）に行われる文化祭では、今までに紹介したサークルやこれから紹介するサークルによる展示や発表など
もありますので、ぜひご覧ください。

９

暮らしの情報館

◆投票時間

午前７時から午後８時まで

◆投票場所

鋸南町各投票所（入場券に記載）

◆投票方法

☆小選挙区選挙は、候補者の氏名 を書いて投票してください。
☆比例代表選挙は、政党の名称 を書いて投票してください。

◇期日前投票または不在者投票の期間
★衆 議 院 議 員 総 選 挙
１０月１１日（水）〜１０月２１日（土）の土・日曜日を含む毎日
◇場所及び時間
役場 １階 防災展示室
午前８時３０分から午後８時まで

大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。

１０月２２日（日）に行われる、第４８回衆議院議員総選挙の候補者の氏名及び政見等を掲載
した選挙公報を、新聞折込みで各ご家庭に配布します。
新聞を購読されていない方で郵送を希望する場合は、町選挙管理委員会までご連絡ください。
また、町内の施設（役場・中央公民館・すこやか・老人福祉センター）へ選挙公報を置きます
のでご利用ください。
※公報の新聞折込・施設配置とも１０月１６日（月）頃を予定しています。

★鋸南町選挙管理委員会 ℡５５−４８０１（Fax５５−１３４２）

ジビエ BBQ 大会にあわせて

鋸南町出会い応援サポーター主催の
『プチ恋』イベントを開催します！！

浴衣に着替え、オリジナルうちわの作成
を楽しみました

皆さまのご参加をお待ちしております。
◇日

時

１１月５日（日）

◇場

出会い応援サポーター主催
最近のイベント
平成 29 年 8 月 11 日（金）
「夕涼みないと」で会おう
カップル成立 8 組

所 佐久間ダム公園・都市と農村交流広場

◇参 加 費 １,０００円（食材・飲み物代）◇参加資格 独身男女（年齢は問いません）
◇募集人数 ３０名程度

◇締切日

１０月２０日（金）まで

◇そ の 他 当日の集合時間・集合場所等は現在調整中です。
近づきましたら詳細は直接参加される皆様にお知らせいたします。
◇問合せ先 地域振興課

農林水産振興室

℡５５−４８０５

１０

暮らしの情報館

平成２９年８月１日から資格期間が１０年以上あれば年金を受け取ることができるようになりました。
『資格期間』とは？
◎国民年金保険料を納めた期間、免除されていた期間
◎会社員の期間（船員保険を含む厚生年金や共済組合等の加入期間）
◎年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間（カラ期間）
これらの期間を合算したものが『資格期間』です。これが１０年（１２０月）以上あると、年金を受け取れます。
※ 年金の額は、納付した期間に応じて決まります。
４０年間保険料を納付された方は、満額を受け取れます。
（１０年間の納付では、受け取れる年金額はおおむね４分の１となります。）
また、６０〜６５歳までの方も国民年金に任意加入し、年金額を増やすことができます。（任意加入制度）
任意加入できる方
①日本国内に住所を有する６０歳以上６５歳未満の方（資格期間を満たしていない場合は７０歳未満まで）
②老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
③資格期間が４０年（４８０月）未満の方
④現在、厚生年金保険に加入していない方
ご自身の年金記録は、
「ねんきんネット」でいつでも確認できます。
◇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

地区懇話会のお知らせ
現在、鋸南町社会福祉協議会では、町内各地区を順次訪問し、地区懇話会を開催しています。
すでに実施した１０地区の懇話会では、鋸南町社会福祉協議会の活動についてお話しし、町民の皆様
からもたくさんのご意見をいただき、大変有意義な時間を過ごさせていただいています。
今後の予定は以下のとおりですので、さらなる地域福祉活動拡充に役立てられるよう、大勢の皆様の
ご参加をお待ちしています。

開 催

日

地 区

名

会

場

１０月 ６日（金）

岩井袋区

岩井袋第一コミュニティセンター

１０月１１日（水）

本郷浜区

本郷浜区コミュニティセンター

１０月１３日（金）

中道台区

中道台区コミュニティセンター

１０月１７日（火）

芝 台

区

芝台青年館

１０月１９日（木）

中 原

区

中原区コミュニティセンター

１０月２５日（水）

本郷上区

本郷上公民館

１０月２７日（金）

大帷子下区

大帷子下コミュニティセンター

１０月３１日（火）

大帷子上区

大帷子上公民館

１１月 ６日（月）

元 名

区

元名青年館

１１月 ８日（水）

江 月

区

江月コミュニティセンター

１１月１３日（月）

吉 浜

区

吉浜区コミュニティセンター

１１月１６日（木）

大 六

区

大六コミュニティセンター

１１月２１日（火）

小保田区

小保田コミュニティセンター

１１月２７日（月）

市井原区

鋸東コミュニティセンター

１１月３０日（木）

横 根

横根地区コミュニティセンター

区

※時間は、各地区いずれも１８：３０〜２０：００を予定しています。
※鋸南町民の方ならどなたでも参加できます。
（お住まいの地区以外の会場に参加しても構いません）
◇問合せ先 鋸南町社会福祉協議会 ℡５０−１１７４
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暮らしの情報館

町では、
「働く場の確保」
「首都圏等の企業・人材との交流機会の創出」
「地元企業との連携」
「UIJ ターン
者の創出」を目的に、増加している空き家や空き店舗への企業誘致を進めていきます。
当事業では、企業訪問等の活動に加え、参加企業に対し、町の課題解決や地域貢献への意欲を高めて頂く
ことを狙いとしたビジネスマッチングツアーを企画運営していきます。
今後、空き家バンク掲載物件等を企業へ広報し、鋸南町に「新しい人の流れ」を創っていきたいと考えて
いますので、町民の皆さんからの空き家等の情報提供や空き家バンクへの登録の検討などお問い合わせをお
願いいたします。
◇問合せ先

総務企画課企画財政室（事業担当課）

℡５５−４８０１

地域振興課まちづくり推進室（空き家バンク）℡５５−１５６０

鋸南町には、頼朝上陸地である竜島をはじめ江月、密蔵院（中佐久間）
、源氏ケ谷（大崩）などに頼朝に
まつわる話が残されています。頼朝はこれらの地をとおって鴨川（長狭）へ向かったことでしょう。今回は、
竜島地区、江月地区、中佐久間地区に焦点をあわせて歩きます。

◇実施日
◇集合場所
◇募集人数
◇案内人

１１月２５日（土） ＊雨天の場合 １２月 16 日（土）に実施
JR 内房線安房勝山駅８時３５分集合、８時４０分出発
１５人
◇会 費 無料
◇持ち物 弁当、飲み物、保険証、雨具の用意
鋸南ガイドの皆さん

◇コース
下記のとおり
約１６キロ（山越えの健脚者向けコース）
安房勝山駅発 8：40 → 頼朝上陸地 → 吉浜 → 碁石山（133.6ｍ）→
江月山（190.6ｍ四等三角点）→ 江月 → 東極山（230.6ｍ）→ 念誦坂 →
密蔵院 → 十王堂 → 天寧寺大橋 → 安房勝山駅着 15:00 予定
◇主催 鋸南町源頼朝観光推進実行委員会
◇協力 鋸南ガイド・鋸南町
◇申込み

地域振興課

まちづくり推進室

℡５５

１５６０（直通）

◇申込締切 定員になり次第締め切らせていただきます。

◇開催期間
◇開館時間
◇特別展入館料

︵女十題﹁黒猫﹂︶

菱川師宣記念館では、平成３０年１月２０日（土）から、開館３０周年を
記念し、
「〜甦る大正ロマン〜竹久夢二展」を開催します。
竹久夢二は、大正ロマンを代表する芸術家で数多くの美人画を残し、その
抒情的な作品は「夢二式美人」と呼ばれ、その作風から「大正の浮世絵師」
とも呼ばれました。
この展覧会は、大正時代を彩った竹久夢二の美人画を紹介し、移り変わる
日本の美、その時代の人気を博した美人画を堪能いただければ幸いです。
今回、公益財団法人竹久夢二伊香保記念館の特別協力のもと、貴重な肉筆
画１０点、版画４０点が記念館にやってきます。またとない機会となります
ので、ぜひご覧ください。

平成３０年１月２０日（土）〜２月１８日（日）月曜日休館（祝日の場合は翌日）
９：００〜１７：００（１６：３０最終入館）
町内の方：一般・大学生４００円 小中高生 無料（町民とわかるものをご提示ください）
町外の方：一般・大学生６００円 小中高生 ４００円
※１月１７日、１８日、１９日、２月１９日、２０日、２１日は展示替えのため休館となります。
◇問合せ先 菱川師宣記念館 ℡５５−４０６１

１２

暮らしの情報館
味わいハイキング１５１
5

１１月の味わいハイキングの例会は、頼朝まつりのイベントの一環として行います。安房には源頼朝に由来
する地名が数多く残っています。今回は安西景益の居城、平松城付近に残る頼朝由来の地をハイキングします。
◇実施日
◇場

１１月３日（金）※雨天の場合は翌日

所 鋸南町役場 ７：３０集合

８：００出発

※途中の犬掛まではバスで移動します。
◇参加費

無料

◇持ち物

弁当、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

約２０キロ

鋸南町役場８：００発→
→ 鄙の里→
◇定

犬掛→

千騎森→

水汲戸→ 上滝田→

諏訪神社→ 正木岡→ 福原→

真名板→

知恩院→ 大神宮→

川名岡→ 那古船形駅着１６：３０頃予定

員 ５０人

◇申込み

定員になり次第締め切らせていただきます。

◇主催
鋸南町源頼朝観光推進実行委員会
◇協力 鋸南町味わいハイキング・鋸南町
◇申込み・問合せ先 地域振興課 まちづくり推進室 ℡５５−１５６０

お楽しみタイム 「ハロウィンごっこ」
千葉県後期高齢者医療広域連合では、前年度に７５

お子さんにハロウィンのコスチュームを

歳となった被保険者を対象として、歯科検診を実施し

着せて、記念撮影をします。

ています。

お子さんに着せたいお洋服等ございましたら

◇対象者

ご持参ください。
◇日

時

昭和１６年４月２日〜昭和１７年４月１日生まれ

１０月１９日（木）

の千葉県後期高齢者医療被保険者の方

１０：００〜１２：００
◇場

◇実施期間 平成２９年１０月３１日（火）まで

所 中央公民館 和室

◇費 用

◇問合せ先 教育課 生涯学習室

歯科検診に係る窓口負担はありません。
※健診後の治療に要する費用は有料

℡５５−２１２０

◇健診の項目
口腔診査
・歯と歯肉の状況
(むし歯、歯肉の炎症、かみ合わせなど)
芸術の秋、公民館では『文化・芸術鑑賞教室』を開
催します。

・口腔機能の状況(舌の動き、物を飲み込む力など)
口腔衛生指導
・むし歯、歯周疾患の予防法など

さまざまな文化や芸術に触れる企画を予定してい

◇健診の受け方

ます。

対象者にはみどり色の案内通知（受診票）が送付さ

【１回目】
◇日

程

れています。歯科検診を希望される方は健診協力医
１１月１０日（金）

療機関に直接予約をして受診してください。

◇行 き 先

国立西洋美術館（北斎とジャポニズム）

※受診は期間中に限り、１人１回まで

◇費

用

入場料他実費を徴収

◇受診の際に必要な物 被保険者証、受診票

◇定

員

２５名 (先着順)

◇対象医療機関

◇申込期間 １０月２３（月）〜１０月２７日（金）
※バス乗降場所、持ち物等、詳細は後日ご連絡いたし
ます。
◇申込み・問合せ先
中央公民館

対象者に別途通知済み

◇問合せ先
千葉県後期高齢者医療広域連合給付管理課
給付第１班 ℡０４３−２１６−５０１３
または

税務住民課 住民保険室

℡５５−４１５１

１３

℡５５−２１１２

暮らしの情報館

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

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

体力チェック

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

サッカー場

あなたの体力年齢は？

体育館 他
チャレンジランキング鋸南

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
サッカー場

③靴とばし競争
④徒競走

個人参加型種目。
まちの No1 決定戦。

ボクシングでエクササイズ

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

サッカー場

★サッカー大会

野球場

★グランドゴルフ

中学生以上対象
子どもから高齢者まで体験可能

※雨天時は★印の種目は中止となります。
◇主催 ２０１７町民運動まつり実行委員会 ◇問合せ先

B&G 海洋センター

℡５５−４４１１

山岳救助訓練実施のお知らせ
安房郡市消防本部と千葉市消防航空隊では、下記のとおりにヘリ救助連携訓練を実施いたします。
緊急車両、消防ヘリを用いての訓練になります。会場付近にお住まいの方はあらかじめご了承ください。
◇日時 １０月１２日（木） ９：３０〜１１：００
◇会場 鋸南町保田漁業協同組合

ばんや里山

（鋸南町吉浜１７５）

岩井袋野球場（鋸南町岩井袋２０７）
◇内容 登山道から約４０メートル下の斜面に滑落したハイカー２名の救助を想定。
救助者２名を登山道（ばんや里山頂上）まで引きあげ救出、その後、千葉市
消防ヘリにより１名を吊り上げ救出し、岩井袋野球場までヘリ搬送。
◇使用車両 （安房消防）

指揮車１、消防車１、救急車１、支援車１

（千葉市消防局）消防ヘリ

１機

１４
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ゆう

◆

期

日

１０月２７日（金）

◆

場

所

鋸南町立鋸南中学校体育館

◆

日

程

９:１０〜 ９:５０

さい

セレモニー

１０:１０〜１１:４０

合唱コンクール（１年⇒２年⇒３年）

１３:００〜１３：５０
◆

しん

拓殖大学紅陵高吹奏楽部演奏発表

お 願 い 体育館玄関からお入りください。
発表中の体育館フロアへの出入りや私語はご遠慮ください。

誰にもできる支援とは
〜ユニバーサルな支援の在り方を考える〜
千葉県と特定非営利活動法人ちば MD エコネットにより、
「ノーマライゼーション学校支援事業」に係る
フォーラムを開催します。
◇日 時

１１月１２日（日）１３：３０〜１６：５０

◇場 所

千葉ビジネス支援センター １〜３会議室

◇定 員

１００人

◇参加費

（千葉市中央区中央４−５−１

きぼーる１３階）

１０００円

★手話通訳あり
★有料保育あり 定員８名（先着順）
、費用５００円
◇内 容
①ノーマライゼーション学校支援事業報告
②講演 佐藤 智子 氏
杉嶋 洋子 氏
◇申込み方法

（埼玉県所沢市立中央小学校教諭・
『自閉症の子と楽しく暮らすレシピ』著者）
（千葉県スクールカウンセラー スーパーバイザー）

氏名、所属、郵便番号、住所、電話番号、保育・手話通訳の要・不要を記載し、

件名に「フォーラム申込み」と明記の上、FAX、メール、電話のいずれかでお申込み下さい。
★保育申込締切 １０月２７日（金）
★講演申込締切

１１月

２日（木）

定員を超えてしまい、お断りする場合に限り、お申込み３日後までに事務局からご連絡します。
◇申込み・問合せ先
ちば MD エコネット事務局 （コミュニティカフェ《ひなたぼっこ》内）水曜、日曜定休
℡・Fax

０４７−４２６−８８２５

Mail

sun@mdeconet.jp

◇主催 NPO 法人ちば MD エコネット、千葉県教育委員会、千葉県
◇協力 NPO 法人 VAIC コミュニティケア研究所

１５
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話題の本がたくさん入荷しました！！

●今月のお薦め

じけいかい

★体が変わる食べ方のコツ〜「その調理、９割の栄養捨ててます！」 慈恵会
みやざきまなぶ

★人間なんて怖くない〜「イマドキの野生生物」 宮崎学

たきざわしろう

★２０１７年度松本清張賞受賞作〜「明治乙女物語」滝沢志郎
やまぐち はな

★犬から聞いた素敵な話〜「あなたと暮らせてよかった」「泪あふれる１４の物語」山口花
そ

の あ やこ

★人生の指針に〜「人生の醍醐味」曽野綾子
たきざわ ば きん

★江戸時代のファンタジー〜「南総里見八犬伝」１〜４滝沢馬琴
●その他新着図書
か ん だ けいいち

き く ち りょう

・
「もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら」神田桂一・菊池 良
つじひとなり

・
「父」辻仁成

い おかしゅん

・
「悪寒」伊岡 瞬
こじまけいこ

・
「ホライズン」小島慶子

た ん の ともふみ

・
「丹野智文笑顔で生きる」丹野智文

いのうえ

・
「若しも紫式部が大企業のＯＬだったなら」井上ミツル
はやし ま

り こ

・
「美を尽くして天命を待つ」
「出好き、ネコ好き、私好き」 林 真理子
・
「樹木たちの知られざる生活」ペーター・ヴォールレーベン
※その他多数入荷しています。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

安房地区公民館連絡協議会（館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町の公民館で構成）では、ふるさと安房につ
いていろいろ学びたい人のために、各市町の特色を生かした講座を開催しています。
平成 29 年度の第２回は 11 月 21 日（火）に鴨川市で開催します。
午前中は日蓮上人が生まれ学んだゆかりのお寺（誕生寺・清澄寺）について学びます。午後からは現地学習
を実施いたします。
◇開催日
◇会 場
◇講 義
◇講 師
◇その他

11 月 21 日（火）
◇日 程 【講義】10：00〜 【現地学習】12：30〜
鴨川市役所 ４階大会議室
現地学習 誕生寺・清澄寺
テーマ「日蓮上人が生まれ学んだゆかりのお寺（誕生寺・清澄寺）
」
鴨川市生涯学習課 文化振興室 主査 高橋 誠 氏
昼食・飲み物は各自で用意、また動きやすい服装で参加下さい。社教バスを利用します。

◇申込期間 １０月１６日（月）〜
◇対 象 鋸南町民２５名（先着順）成人を対象とします。
◇問合せ・申込み先 中央公民館 ℡５５−４１５１
※詳しい日程は後日参加者に送付します。

平成 30 年成人式を下記のとおり開催いたします。
なお、該当者には 12 月上旬に往復ハガキでご連絡いたします。
◇日 時
◇日 程

平成３０年１月７日（日）
受付１３：３０〜 式典１４：００〜 記念行事１４：４５〜 記念写真１５：4０〜
※記念行事及び記念写真の時間については予定です。
◇会 場 鋸南町中央公民館 多目的ホール
◇対 象 平成 9 年４月２日〜平成 10 年４月１日生まれの方で、鋸南町に住所のある方、又は鋸南中学校を
卒業した方。また、卒業はしていないが、町内の小中学校に在学していた方で、参加希望の方はご
連絡下さい。
◇備 考 保護者、又はご家族に限り会場へお入りになることができます。
◇問合せ先 教育課 生涯学習室
５５−２１２０

１６

暮らしの情報館

Ｂ ＆ Ｇ

Ｎ Ｅ Ｗ Ｓ

◇温水プール開館時間
昼間 １０：００〜１２：００
１３：００〜１７：００
夜間 １８：００〜２１：００

◇休館日

月曜日

◇プール利用料（町民）
小中学生

※日曜日は１７：００で閉館します。

２００円、一般 ４００円（幼児は無料）

大好評の水泳教室、まだまだ始まったばかりです。今からの参加でも
遅くはない！温水プールで一年中スイミングに参加しよう。
★就学前児

キッズコース

★小学生

ジュニアコース

★小・中学生

育成・選手コース

★一般 生き生き貯筋・ロコモ教室・楽楽歩行

プールは毎日一般開放しています。運動不足解消・ストレス発散に水泳始めてみませんか。
◇問合せ先 Ｂ＆Ｇ海洋センター

老

人

開館延長日

福

℡５５−４４１１

祉

セ ン タ ー 『 笑

楽

の 湯

』

１９：００まで（お風呂は１８：３０まで）

１０月７日（土）
、８日（日）
、９日（月）、１４日（土）、１５日（日）、２１日（土）、
２２日（日）、２８日（土）
、２９日（日）、１１月３日（金）、４日（土）、５日（日）
休館日

１０月１０日（火）
、１６日（月）、２３日（月）、３０日（月）、１１月６日（月）
皆様お誘いあわせの上、お越しくださいますよう、スタッフ一同でお待ちしております。

◇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

笑って楽しく頭と身体を動かす会
行事名
田町福寿会
楽生会
小保田すいせんの会
内宿福神会
浜げんき会
芝台生き生き会
エーフラ百寿会
中原あやめ会
鋸東睦会
友遊会
竜島さくら会
ききょうの会
本郷長寿会
田子の会
中佐久間元気クラブ
富士見クラブ
すこやか保田
すこやか勝山
すこやかポールウォーキングしましょう会

開催日

時 間

１６日
１０：３０〜
９日 ２３日 １４：００〜
１４日
１３：３０〜
１８日
１３：３０〜
１２日 ２６日 １３：３０〜
１１日 ２５日 １３：３０〜
１２日 ２４日 １３：３０〜
２０日
１３：３０〜
２７日
１０：００〜
１０日 ２４日 １０：００〜
１２日 １９日 １３：３０〜
６日
１３：３０〜
２７日
１０：００〜
１３日 ２７日 １３：３０〜
１３日
９：３０〜
１８日
１３：００〜
１６日（気功） １３：３０〜
２３日
９：００〜
１６日
１０：００〜
１９日

１３：３０〜

１７

〜１０月 予 定 〜
場 所
田町コミュ二ティセンター
淨蓮寺
小保田コミュ二ティセンター
内宿青年館
本郷浜区コミュ二ティセンター
芝台青年館
岩井袋コミュ二ティセンター
中原コミュ二ティセンター
鋸東コミュニティセンター
中道台コミュニティセンター
竜島区民館
本郷上公民館
本郷コミュニティセンター
両向青年館
中佐久間公民館
大帷子下コミュニティセンター
すこやか
町外活動
役場３階

大会議室

すこやか ※雨天中止

暮らしの情報館

１０月 ７日（土）
８日（日）
９日（月）
１０日（火）
１１日（水）
１４日（土）

クジラの都まつり １３：３０〜（勝山港通り商店街）
頼朝まつり １３：３０〜（道の駅きょなん）
移動交番開設 １３：３０〜１５：００（中央公民館）
移動交番開設 １３：３０〜１５：００（道の駅保田小学校）
オアシス家庭教育相談 １９：００〜２１：００（中央公民館）
味わいハイキング〔秋のセミロングハイキング〕
【町報９月号参照】
きょなんビッグマルシェ〜秋の保田小収穫祭〜 ９：００〜（道の駅保田小学校）
１５日（日） 鋸南町シカ対策研修会 １３：３０〜１６：２０（中央公民館）
きょなんビッグマルシェ〜秋の保田小収穫祭〜 ９：００〜（道の駅保田小学校）
１６日（月） 心配ごと相談 １３：００〜１６：００（ボランティアセンター）
１８日（水） 「頼朝と十王堂」講話と現地見学会 １０：００〜（道の駅きょなん案内所）
１９日（木） 親子で遊ぼう仲良し広場【P１３参照】
２１日（土） 移動交番開設 １０：００〜１１：３０（道の駅保田小学校）
２２日（日） ２０１７町民運動まつり【Ｐ１４参照】
２５日（水） 移動交番開設 １０：００〜１１：３０（道の駅保田小学校）
２７日（金） 乳児前期健診 受付１３：００〜１３：３０（すこやか）※対象 H29.3.1〜H29.6.30 生まれの乳児
鋸南中学校湧心祭・合唱コンクール（鋸南中学校）
【P１５参照】
２８日（土）〜２９日（日） 第５７回鋸南町文化祭（中央公民館）
３１日（火） 子育てサロン １０：００〜１２：００（すこやか）
移動交番開設 １３：３０〜１５：００（中央公民館）
１１月 １日（水） 鋸南小学校ＰＴＡ資源回収日
５日（日） ジビエＢＢＱ大会（佐久間ダム公園）
【町報９月号参照】※荒天の場合中止

町県民税（３期）、国保・介護保険料（４期）は１０月３１日（火）が納期限です。

人 の 動 き
世帯数
人

９月１日現在
（前月比）

３，６９６世帯 （△

４）

口

８，１１６人

（△１２）

うち男

３，８９１人

（△

女

４，２２５人

２）

（△１０）

１０月
８日（日）館山病院（館山市）

℡２２−１１２２

９日（月）富山国保病院（南房総市）

℡５８−０３０１

１５日（日）鋸南病院

℡５５−２１２５

花の谷クリニック（南房総市）

℡２２−１１２２

２９日（日）花の谷クリニック（南房総市）

℡４４−５３０３

赤門整形外科内科（館山市）

〜写真さしあげます〜

℡４４−５３０３

２２日（日）館山病院（館山市）

℡２２−０００８

１１月
３日（金）中原病院（南房総市）

広報に掲載した写真をさしあげます。

℡４７−２０２１

鴨川市立国保病院（鴨川市）
℡０４−７０９７−１２２１

一部希望に添えない場合もあります。
５日（日）東条病院（鴨川市）

℡０４−７０９２−１２０７

◇総務企画課 広報担当
℡５５−４８０１

☆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〜

８月１８日から９月１４日までにいただいた寄付
寄付件数 ２０件
寄付金額
１８

６００，０００円

