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１２月１１日に「都市交流施設・道の駅保田小学校」がグランドオープンしました。
平成２４年６月から事業がスタートし、構想から約３年半、昨年２月から約９か月の工事期間を経て新たに
生まれ変わりました。
町民の方と都会など他の地域から来た方が交流できる場とともに、町の地方創生のステージとして大いに活
躍することが期待されます。

１

−「住民が躍動する地方創生のステージを目指して」−
味わいハイキング
新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、健やかに
輝かしい新春をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。
昨年は、これからの地方創生の拠点として、様々な機能を併せ持つ都市交
流施設「道の駅

保田小学校」を、１２月にグランドオープンすることがで

きました。これもひとえに町民の皆様をはじめ、関係する多くの方々が思い
を込めて携わって戴けたからこそ、オープンすることができましたこと厚く
御礼を申し上げます。
「道の駅 保田小学校」は、地域コミュニティの核であった小学校を、地
方創生の核に生まれ変わらせたものであり、まさにこれから進めて行くべ
き、まち・ひと・しごと創生の展開に、中心的な役割を担う施設として誕生
いたしました。ここには地元産品を取りそろえた「里山市場

きょなん楽

市」
、個性豊かな飲食店と土産店、まちのギャラリーと音楽室、会議室とし
てもご利用できます。皆様のニーズに合わせたご利用と地方創生のステージ

町 長

白 石 治 和

として、ぜひご活用下さい。
また、町には地域資源を活用した産業振興・雇用創造・雇用促進を図ることを目的に、雇用創造協議会が設立
いたしました。これらのことからも、まさに地域を次代へつなぐ核を構築する準備は整ったと思っております。
本年は、活力ある将来の目標に向かうため、まち・ひと・しごと創生総合戦略と後期総合計画の実行に着手し、
新しいひとの流れをつくり、地域が連携するまちづくりを、町民の皆様と一緒に進めていく所存でございます。
引き続き、防災対策と有害鳥獣対策、福祉の充実と健康なまちづくりに努めて参ります。特に、教育施設の充
実として、幼保一体化施設の整備と学童保育所整備にも努力をして参ります。
さて、本年も花まつりを開催しております。水仙まつり期間中は、１月１０日に江月水仙広場、１月１７日に
佐久間ダム公園にて水仙まつりイベントを行います。また、２月２０日から頼朝桜まつりを、竹灯篭まつりは３
月５日に保田権現橋周辺で行われます。３月１９日からは、桜まつりを予定しており、新春から早春にかけて花
のリレーが続きます。菱川師宣記念館は、開館３０周年を記念して１月９日から２月７日まで「浮世絵ジャポニ
ズム」と題し、世界的な印象派画家マネ、モネ他と、日本を代表する浮世絵師・葛飾北斎、歌川広重他の作品が
一堂に会する特別展を開催いたします。皆様ぜひご来場下さい。
結びに、本年が皆様にとりまして、飛躍の年となりますようご祈念申し上げ、新年のごあいさつといたします。

１２月６日に環境美化活動の一環として町内全域
で一斉清掃が行われました。
朝早くから河川や海岸、道路、公共施設周辺の清掃
を行い、可燃ゴミや缶など集められたゴミの総重量
は、６．６トンになり、大きな成果をあげることがで
きました。
今後も「ごみを捨てない、捨てさせない」を合言葉
に、町の環境美化の推進にご協力をお願いします。
保田川周辺での清掃の様子

２

−信頼に応える議会活動にまい進−
新年明けましておめでとうございます。
輝かしい平成２８年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。
町民の皆様には、常日頃より町議会に対し温かいご理解とご協力を賜っ
ておりますことに、心から感謝と御礼を申し上げます。
さて、人口減少や高齢化が急速に進む今日、中山間地域の衰退、ＴＰＰ
の大筋合意による農林水産業への影響の懸念など、解決しなければならな
い諸課題は山積しています。一方、昨年も豪雨等による自然災害が全国で
発生し、本町でも昨年９月に台風１８号による一部道路等に被害がありま
した。多様化、また大規模化する災害に備え、地域防災計画の見直しも行
われており、町全体で防災・減災に対する認識を一層強化していかなけれ
ばなりません。

議会議長

伊 藤

昨年１２月、旧保田小学校の教室棟や体育館を利活用した都市交流施設

茂 明

「道の駅

保田小学校」が誕生し、都市と農山漁村の交流活性化の拠点と

しての活用が町内外から期待されています。この事業の展開によって、鋸
南町の新鮮な野菜や花きなどの農水産物や加工品を直売し、さらには本町の持つ多様な魅力を情報発信し、基
幹産業である農水産業、商工業及び観光など町全体へ経済効果が波及していくことが求められています。これ
らの実現に向けて、さらに今後も力を注いでいかなければなりません。
また昨年は、人口減少に歯止めをかけるべく、安倍政権が重点施策に掲げる地方創生戦略と経済対策がスタ
ートをいたしました。本町におきましても、
「地方人口ビジョン」と「地方版総合戦略」の策定が本年３月を目
途に進められています。全国的な問題ではありますが、人口減少と高齢化社会の問題は避けて通れない課題で
す。町議会としても、その果たすべき役割として、皆さんのニーズを十分に把握し、町民の皆さん一人ひとり
が安心して暮らせるよう、これまで以上に様々な課題に取り組んでいかなければならないと思っております。
この他にも、介護や福祉施策の充実、有害鳥獣による被害防止策など、町政を取り巻くたくさんの課題を抱
えています。皆様の期待と信頼に応えるため議員一丸となり、議会活動にまい進してまいりますので、より一
層のご支援とご協力をよろしくお願いいたします。
結びに、町民の皆様にとりまして幸多い年となりますよう心からご祈念申し上げまして、新年のごあいさつ
といたします。

１２月２日に館山市の千葉県南総文化ホールで「平成２７年度健康づくり
しげた

きぬこ

のつどい」が開催され、鋸南町食生活改善協議会の重田 絹子会長が「健康増
進実践活動功労者」として千葉県安房保健所長表彰を受賞されました。
重田さんは、平成３年に食生活改善推進員として委嘱され、健康づくりの
ボランティアとして活動され２５年目となります。１０年前からは協議会の
役員として活躍、今年度から会長に就任され、会の運営に尽力されている功
績が称えられての受賞となりました。特に、重田会長が考案した「夏みかん
ピール」のレシピは、地元食材を使った料理として町内外へ広めるため、協
議会事業の１つとして毎年大勢の方に食してもらい好評を得ています。

３

受賞された重田会長

竣工式典・
プレオープン
竣工式典が開催されました。約２７０名の方が出
席され、多くの方からご祝辞をいただきました。
鋸南小学校５年生による旧保田小の校歌斉唱や鋸
南中学校吹奏楽部による演奏、新たな道の駅の校旗
掲揚も行われるなど盛大に行われました。
式典後には、町民の方向けにプレオープンし、多
白石町長、来賓の方による
開校セレモニーのテープカット

くの方が生まれ変わった保田小に来場されました。

グランドオープン
悪天候にもかかわらず、オープンを待ち、３００人を超える長
蛇の列ができました。
白石町長からお餅とお菓子の詰め合わせが配られ、市井原の無
形民俗文化財である獅子舞神楽舞をはじめ、
「みかえりちゃん」
や千葉県、近隣市のゆるキャラが大集合、地元で捕獲されたイノ
シシ肉のボタン汁が無料で振る舞われるなどの催しが行われ、終
日多くの訪問客で賑わいました。

開校宣言をする白石町長

市井原獅子舞神楽舞
大好評だったイノシシ肉のボタン汁

４

道の駅として新たに生まれ変わった保田小
学校。学校であった面影を残しつつ、改修に
よりさまざまな機能が加わった施設を紹介し
ます。

里山市場「きょなん楽市」
直売所として改修された旧体育館

ランドセルや実際に保田小で使わ
れていた跳び箱など、学校であっ
たことを感じさせてくれる備品も
置かれています。

まちのコンシェルジュ
地域、観光情報などの案内を行っています。
写真中央は、鋸南町全体のジオラマです。建築に携
わった大学生のみなさんにより制作されました。

生産者の方が出荷した新鮮な野菜などがズラリ

まちの縁側
昼間は、自由に休憩ができます。日当たり抜群、
屋内のイベントスペースとしても最適！
夜間は、宿泊者の専用スペースです。
学びの宿（要予約）
元の教室を使った宿泊施設です。
４人部屋が１０室、１５人部屋が２室、
最大７０人が宿泊できます。
（４人部屋は２名以上、
１５人部屋は、８人以上で宿泊可能となります）

里の小湯
旧職員室棟の
東側に新設し
た温浴施設。目
の前にテラス
が広がり、男女
ともシャワー
が４基設置さ
れ、日帰り入浴
もできます。

この他にも、こどもひろば、ダンスや音楽の練習ができる音
楽室、飲食店、土産店などのテナント施設もあります。
◇予約・問合せ先

都市交流施設・道の駅保田小学校
℡０４７０−２９−５５３１

５

１２月６日、快晴のもと、第７０回南房駅伝大
会が開催されました。
この大会は、毎日新聞社の主催で始まり、その
後安房郡連合青年団が開催、現在は鋸南町、南房
総市、館山市、鴨川市の体協が中心となり引き継
いできた歴史のある大会です。今回で７０回を数
える節目の大会で、鋸南町体育協会チーム（小滝
孝監督）が宣言通り６位入賞という２３年ぶりの
好成績を修めました。
鴨川市陸上競技場から館山市民センターまで
の３７．６㎞の７区間を選手たちは鋸南体協の水
色のたすきを最後までつなぎ得た喜びを分かち
前列左から 中村 真吾さん、小滝 孝監督、神子 智孝さん
後列左から 酒井 悠哉さん、八房 優里さん、石渡 悠さん、川名 健太さん

あいました。

安房農林業振興協議会では、毎年度、安房郡市内の農林業に関し功労のあった方に対し、その労に報いるとと
もに、農林業の振興に寄与することを目的に、安房農業賞及び農業奨励賞の表彰をしています。
かねき

けん じ

今年度は１２月２日に鋸南町立中央公民館で表彰式が行われ、町内からは安房農業賞に金木 健治さん、安房
すずき

おさむ

農業奨励賞に鈴木 修 さんが受賞されました。
☆安房農業奨励賞
鈴木 修さん（大六）

☆安房農業賞
金木 健治さん（両向）

昭和６１年安房農業高等学校畜産科

平成７年に安房西部酪農農業協同組

卒業後、先代から引き継いだ房州牛で体

合理事に就任、南房総みるく農業協同組

型重視の種雄牛選定による牛群改良に取

合総務委員長等を経て、現在は千葉県み

り組まれ、千葉県乳牛共進会では優等賞首

るく農業協同組合理事を努められています。

席を２回獲得するなど多数上位入賞を果たされていま

２０年以上にわたり酪農農業協同組合の理事として地域

す。近年は、南房総みるく農業協同組合青年部部長や南房

酪農を牽引し、尽力されています。自身の酪農経営では、

総みるくヘルパー利用組合副組合長を歴任、本年６月から

乳牛共進会にも積極的に参加し、乳用強健性に優れた出

千葉県みるく農業協同組合南部支所運営委員に就任、地域

品牛は高く評価され、地元中学生や高校生の職場体験を

酪農の若きリーダーとしての活躍が期待されています。

受け入れ、地域酪農文化の普及に努められています。

１２月６日に茂原市で第３２回千葉県スポーツ推進委員研究大会が開催され、鋸南町
よしだ

はるみ

なかじま

ち

か

スポーツ推進委員連絡協議会の吉田 晴美さんと中島 千佳さんが功労者表彰されまし
た。
地区や町のスポーツ推進にかかる連絡調整や企画立案指導を率先して行い、熱心に活
動している方に贈られており、今年は５２名が対象となりました。
吉田さんと中島さんは、平成１４年からスポーツ推進委員となり、平成２４年からは
写真左から
吉田さんと中島さん

安房地域のスポーツ推進委員の役員を努められ、スポーツ活動の企画や運営、町民が楽
しくスポーツに参加できる体制づくりに貢献していることが評価され、表彰につながり
ました。

６

このほど、鋸南中３年の仲野 太羅さんと岩田 瑞菜さんが、全国納税貯
蓄組合連合会主催の税についての作文と全国間税会主催の税の標語でそ
れぞれ受賞しました。仲野さんは、税についての作文で安房地域の中学生
から応募のあった８６０点（鋸南中からは４０点）の中から鋸南町長賞を

受賞。岩田さんは、税の標
語で応募総数５４２点の
中から安房地域で最も優
れた作品に贈られる安房
地域租税教育推進協議会
長賞を受賞しました。
岩田さんの作品は、「税
の週間」にあわせて館山駅
前に掲示された後、役場庁
舎前にも掲示されました。
鋸南町長賞を受賞した仲野さん

安房地域租税教育推進協議会長賞を受賞した岩田さん

鋸南町有害鳥獣対策協議会では、１２月２０日に狩
猟エコツアー第２弾として「ジビエ料理ワークショッ
プ」を開催しました。本企画も定員を超える申し込み
があったため抽選を行い、１９名が参加しました。
講師には、長野県でフランス料理店を営み、特定非
営利活動法人日本ジビエ振興協議会の理事長でもあ
ふじき

のりひこ

る藤木 徳彦氏をお招きし、猪や鹿などの調理方法を
学んだ後、実際にジビエ料理の調理実習を行いまし
た。
挑戦したメニューは、鹿モモ肉の柔らかソテー、猪
挽肉のソーセージ仕立て、猪のポトフの３品。できあ
がり後はそれぞれ調理したメニューを食べ、参加者か
らは「おいしい」と大好評でした。
ジビエ料理ワークショップは全２回を予定してお
り、次回は１月２０日開催予定です。
※申し込みは、すでに終了しています。

藤木シェフ指導のもとジビエ料理に挑戦

◇問合せ先 地域振興課 地域整備室
℡５５−４８０５

ジビエ（gibier）とは・・・
フランス語で野生鳥獣の食肉を意味します。
ヨーロッパでは、貴族の伝統料理として古くから発
展してきた料理とのことで、フランスなどでは、ジ
ビエを使った料理は、自分の領地で狩猟ができるよ
うな上流階級の貴族の口にしか入らないほど貴重な
ものだったとのことです。
今回作ったメニュー 写真左から猪ポトフ、
鹿モモ肉の柔らかソテー、猪挽肉のソーセージ仕立て

７

〜１２月１８日までの届出分〜

今月は、掲載希望がありませんでした。

８

料館

海を渡った浮世絵

ほうそうし

し へ ん

きょうたん

ほく さい

き え い

ワール、シスレー、ドガ、セザンヌ に作品の背景に浮世絵を配したもの
モネのジャポニズム・日本趣味は

らを中心とする気鋭の画家たちが、 があるのは有名です。
官展サロンに対抗して、初めてパリ
せ ん す

で団体展を開催します。当時の常識 有名で、最愛の妻カミーユに赤い着
かべ

からすれば、これは信じられない出 物を着せ扇子を持たせて振り返る姿
いんしょう

ひひょうか

う ち わ

来事でもあります。この時のモネの を描いています。背後の壁には様々

ちょうしょう

図」をほうふつとさせる作品です。

連想させる作品です。

おおくびえ

日本の浮世絵が、西洋の絵画界に

つな

１歳０か月

けんしょう

２歳８か月

〔石井 孝明さん 第１・２子 上佐久間区〕

あけましておめでとうございます。私は１
月５日で１歳です。今得意なのはリズム＆ダ
ンス。音楽に合わせてノリノリで踊っちゃい
ます。おうちのみんながとっても喜んでくれ
るのよ。それから伝い歩きでアンヨの 自主
練 も頑張ってます。もうすぐお兄ちゃんと
追っかけっこができると思うよ。ｂｙゆり

サンタに扮した白石町長から
子どもたちへプレゼント

結莉ちゃん

一八五六年頃、パリの版画家ブラ 出品作「 印 象 ‐日の出」を見た批評家 な日本の団扇が配されているその作
と う き

ックモンは、日本から送られてきた が 、 こ れ は 絵 で も な ん で も な い と 品の題名は「ラ・ジャポネーズ」
。こ

ば

も し ゃ

り

ゆ

陶器の包装紙に使われていた「北斎 嘲 笑 した記事を書き、彼らを「印象 れはまさに菱川師宣の「見返り美人
ま ん が

す

き た が わ うたまろ

モネはそれを逆手にとって、自ら ルノワールの描いた「団扇を持つ若

漫画」の紙片を見て、そのデッサン 派」とこきおろします。
の素晴らしさに 驚 嘆 します。彼はす

たのです。

ぐに友人の画家マネ、ドガらに見せ このグループを「印象派」と名づけ い女」は、喜多川歌麿の美人大首絵を
て回ったと言います。
ひし かわ もろ のぶ

じゅくせい

菱川師宣から始まり、約二百年江

かっきてき

どれほどの影響を与えたのか、
「印象

これは日本の「浮世絵」の誕生と 派」誕生がどれほど画期的な出来事
でん とう かく しき

のなかった作家を探し出すのに苦労

ゆうだち

じい

「大はしあたけの夕立」を自ら模写

し、また「タンギー爺さん」のよう

９

戸で 熟 成 された「浮世絵」が、海外 浮世絵と印象派誕生
に渡り、ヨーロッパで大いなる驚き
し ゅ み

そうしゅつ

周年記念特別展として、「 浮世絵

で迎えられ、やがて空前のジャポニ 非常によく似ています。時代・場所 だったのか。菱川師宣記念館では、
きゅうたい い ぜ ん

ズム（日本趣味）を巻き起こします。 は違えど、伝統格式を重んじる古い

そ

日本と西洋を繋いだ

れる印象派の画家たちの名品をぜひ

たフランスの美術界にうんざりして ノワールらは、言わば同志のような 川師宣出生のこの鋸南町で、展示さ

やサロンとよばれる官展が主流だっ く立ち上がった菱川師宣とモネ、ル 浮世絵」を開催します。浮世絵の祖菱

かんてん

特に 旧 態 依然とした官立美術学校 体制から新たな絵画文化を 創 出 すべ ジャポニズム
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印象派の画家の中で、浮世絵と縁 ご覧ください。

いた若き画家たちは、ジャポニズム 運命さえ感じさせます。
しんすい

ざ

に心酔し、浮世絵からあらたな絵画
め

かつ しか

の可能性に目覚めていったのです。
うた がわ ひろ しげ

けい とう

彼らが浮世絵に見たものは、葛飾 するほど、浮世絵の彼らへの影響力
ほく さい

しき さい

かめいどうめやしき

点以上の浮世絵を収集し、広

ゴ ッ ホ は 浮 世 絵 に 傾倒 す る あ ま

北斎 、 歌川 広重 ら が 描 く 風 景 版 画 は強いのです。
ふ が く

ざんしん

「富嶽三十六景」や「名所江戸百景」

などの斬新な構図、自然の光や色彩 り、
の表現でした。

の効果、変化する時間の移り変わり 重の「名所江戸百景」の「亀戸梅屋鋪」

400

健 翔 くん

●連載 280

一八七四年、モネ、ピサロ、ルノ

楽しいひと時を過ごしました。

歴史資

クロード・モネ「海辺の船」

１２月２２日に鋸南保育所で、毎年恒例のクリスマス会が行

われました。子どもたちの呼びかけに、サンタに扮した白石町

長が登場し、子どもたち一人ひとりにプレゼントを渡しました。

子どもたちは、
プレゼントをもらったお礼に歌を歌うなどし、

「食 べ過 ぎ対 策 」
マイナンバー制度の開始により、１月から役場の申請書等にマイナンバーの記入が必要となりま

す。マイナンバーは、公正・公平な給付と負担を図りながら効率化と皆さんの利便性の向上を目的

後期高齢者医療関係事務

保険証等の再発行、各種給付申請など

戦没者等特別弔慰金関係事務

特別弔慰金請求など

介護保険関係事務

要介護（要支援）認定、給付申請など

母子保健関係事務

妊娠の届出など

生活保護関係事務

生活保護の申請など

身体障害者手帳交付関係事務

交付申請、再交付申請など

精神障害者保健福祉手帳交付関係事務

交付申請、再交付申請など

障害者自立支援給付等関係事務

支給申請、変更申請など

障害児通所給付費等関係事務

支給申請、変更申請など

特別障害者手当等関係事務

認定請求、所得状況届など

特別児童扶養手当関係事務

認定請求、額改定請求、所得状況届など

子ども医療費関係事務

支給申請など

児童手当関係事務

認定請求、額改定請求、現況届など

児童扶養手当関係事務

認定請求、現況届など

母子及び父子等への給付金関係事務

支給申請など

いう食 事 では 栄養バ ラ ン スが悪

◇問合せ先 税務住民課 住民保険室 ℡５５−２１１２ 保健福祉課 福祉支援室 ℡５０−１１７２

くなり 、 免疫 が下が る こ ともあ
るので 、 量を 減らし つ つ 、きち
んとバ ラ ンス よく食 べ る のがポ

クリスマス、冬休み、お正月と イントです。 特に、体の構成成
人が集 ま った り 行事 食に 親しむ 分であ る たん ぱく質 は 欠 かさず
ことも 多 い季 節 です 。つ いつい に、主 食 であ る糖質 を い つもよ
食べ過 ぎ てし ま い、 日ご ろの体 り減ら す とよ いでし ょ う 。また
重コン ト ロー ル が水 の泡 …と心 食 物 繊 維 の 多 い も の を 選 ん だ

１月からマイナンバーを利用する主な事務は次のとおりです。

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

に、法律で定められた事務のみで利用されます。

配な人 も 多い の では ない でしょ り、水 分 を少 し多め に と って排
うか。 食 べす ぎ た余 分な エネル 便を促 し まし ょう。 さ ら にビタ
ギーは、ひとまず肝臓に運ばれ、 ミンＢ群を含 む食品（玄米、納
そこで 余 分な 糖 質や 脂肪 が脂肪 豆、ま ぐ ろ、 バナナ な ど ）は、
細胞に 蓄 えら れ 、余 分な たんぱ 三大栄 養 素の 代謝を 促 す 作用が

食
くらい食 べ
～

１０

く質（ ア ミノ 酸 ）は 尿と して体 あるの で 、そ れらを 含 む 食品も
楽しい 食事 でスト レス を発散

外に排泄されます。肝臓にスト 上手にとり入れましょう。
ックされている時間はおよそ

まずは過剰に摂取したエネル

とがあります。便秘も同様です。 （保健福祉課 健康推進室）

なり、体重が増えたと感じるこ きらめないでください。

を抱え 込 むの で むく んだ 状態に に、調 整 をし て、健 康 習 慣をあ

塩分を 摂 り過 ぎ ると 、体 が水分 まった と きは 投げや り に ならず

ポイン ト です 。 ただ し、 糖質や えます 。 です から食 べ す ぎてし

ぎてし ま った 分 を調 整す るのが とは、 食 事の 大切な 役 割 ともい

時間な の で、 こ の間 に、 食べ過 したり リ ラッ クスし た り するこ
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ギーの 分 、翌 日 の食 事量 はいつ

ー

各種減免の申請など

保険証等の再発行、資格取得、各種給付申請など

保健福祉課

地方税賦課徴収関係事務

国民健康保険関係事務

税務住民課

主な手続き
事務の内容
担当課

もよりも控えます。通常
べている 人が

1800
kcal

1400
kcal

に抑える ような 食事内 容

てしまった場合、翌日は

2500
kcal

にしま す 。断 食 や○ ○だ け、と

1600
kcal

暮らしの情報館

２０歳なったら国民年金
国民年金は、年をとった時やいざというときの生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕
組みです。具体的には若いときに公的年金に加入し保険料を納め続けることで、年をとった時や、病気やケガ
で障害が残った時、家族の働き手が亡くなった時に年金を受け取ることができる制度です。
国民年金のポイント
★将来の大きな支えになります
国民年金は２０歳から６０歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。
国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
★老後のためだけのものではありません。
国民年金には、年をとった時の老齢年金のほか障害年金や遺族年金もあります。
障害年金は、病気や事故で障害が残った時に受け取れます。また遺族年金は、加入者が死亡した場合、そ
の加入者により生計を維持されていた遺族（
「子のある配偶者」や「子」
）が受け取れます。
「学生納付特例制度」と「若年者納付猶予制度」
☆「学生納付特例制度」
学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、
国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
☆「若年者納付猶予制度」
学生でない３０歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に
国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
★２０歳の誕生日近くになると日本年金機構から通知が届きます。
役場年金係または年金事務所に『国民年金被保険者 資格取得届』等をご提出ください。
◇問合せ先 木更津年金事務所 ℡０４３８−２３−７６１６
税務住民課 ℡５５−２１１２

町教育委員会では、経済的な理由で修学が困難な方を対
象に奨学生を募集します。
◇応募資格 鋸南町に住所を持つ方、またはその保護者が
町内に住所を持つ方で、町奨学資金貸付基金条例及び規

◇支給対象
交通事故により父または母を失った１８歳未満
の遺児（または世帯）に対して支給されます。

則に該当する方。

◇支給金の種類

◇貸 付 額

修 学 金

入学準備金

高等学校
月額１万円以内 ３ 万 円 以 内
高等専門学校
大 学 等

１世帯 １０万円
1.見 舞 金

２人目から各５万円を加算

月額３万円以内 ２０万円以内

2.勉学奨励金
◇貸付期間

平成２８年４月〜正規の修学期間が終了す
る月まで

◇返還方法

貸付終了１年後から貸付を受けた期間の２

※遺児が２名以上いる世帯は、

3.激 励 金

小学校又は中学校の
入学時
中学校又は高等学校の
卒業時

３万円

６万円

倍以内の期間で返還
◇申請期間 ２月１日（月）〜２月２９日（月）までに申

◇申込締切 １月２９日（金）

請書、推薦書、その他関係書類を添えて申請

◇申込み先 各地区担当の民生委員・児童委員

してください。

◇問合せ先 社会福祉協議会 ℡５０−１１７４

※申請書類は教育委員会にあります。
◇申込み・問合せ先
教育委員会 教育課 教育総務室

℡５５−２１２０

１１

暮らしの情報館

配水管から発生する赤水（管内に付着した錆が水に溶けたもの）を未然に防止するため、配水管の洗浄作業
を行います。洗浄作業は、道路周辺に設置してある消火栓等から一気に水を抜く方法で行います。

◇作業日 １月１４日（木）

２２：００〜翌１５日（金）５：００頃

※対象地区については作業時間中、断水または水の出が悪くなったり、赤水が出る場合が
ございますので、作業時間中は事前に汲み置きするなど準備して、できる限り水の使用
を控えてください。
また、作業終了後にも赤水が出ることがあります。しばらく捨て水をしてきれいになっ
てからお使いください。それでも水がきれいにならない場合は水道課へご連絡くださ
い。関係地区の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますがご協力をお願いいたします。

赤水の身体への影響について
赤水は、水道工事や火事の時の消火栓の使用など管内の水の流れの急激な変化により、内面に付着し
ていた赤錆がはがれて発生します。赤錆の成分は主に鉄分です。鉄は人体への吸収率が低いので少量の
赤水を誤って飲んだとしても、直ちに有害ということはなく特に心配はありません。ただし、多量の赤
水あるいは鉄の濃度が異常に高い赤水の場合は飲用を控えてください。
◇問合せ先 昼間：鋸南町水道課

℡５５−３５６９

夜間：鋸南町浄水場 ℡５５−１２２９

農業委員会法が改正されたことに伴い、農業委員は公選制が廃止され、町長の選任制へ変更されました。在
任期間中の農業委員の任期満了に伴い、農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します。農業に関する知
識と熱意を持ち、農地の有効利用の推進等、農業委員会の職務を適切に行うことができる方の推薦又は応募を
お待ちしています。
◇募集等について
「農業委員」及び「農地利用最適化推進委員」について、推薦又は応募により委員を募ります。
※推薦・応募された方及び推薦者の個人情報の一部をインターネットにて公表することになりますのでご了承
ください。
◇各委員の業務
■農業委員・・・

農地の集積計画・権利移動許可等の審議及び決定を行う。

■農地利用最適化推進委員・・・

担当する地域において、農地の有効利用のための活動を行う。
（農地の巡回・指導や遊休農地等の有効利用・アンケートの実施など）

◇推薦又は応募を受ける委員数 農業委員

１０名

農地利用最適化推進委員

８名

◇応募書類 次の書類に必要事項を記載し、地域振興課へ提出してください。
①推薦・応募用紙 ②同意書
※応募書類は、地域振興課の窓口にあります。
◇推薦又は応募期間

１月８日（金）から２月８日（月）１７：１５まで必着（郵送の場合は、消印有効）

◇委員任期（農業委員及び農地利用最適化推進委員）
平成２８年５月１４日から平成３１年５月１３日までの３年間
※詳しい内容は、地域振興課の窓口にある募集要項をご覧ください。
◇問合せ先 鋸南町農業委員会（地域振興課内）

℡５５−４８０５

１２

暮らしの情報館

小規模納税者の方の所得税及び復興特別所得税・個人消費税、年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復
興特別所得税の申告（土地、建物及び株式などの譲渡所得のある場合を除く）を対象としています。
申告書等を提出するのみの場合は、税務署へ送付してください。
※館山税務署の申告書作成会場の開設日は、２月１６日（火）となりますので、
「税理士による無料申告相談」
をご利用ください。
※混雑する場合は、受付を早めに締め切る場合があります。
開催日

時 間

場

２月 ８日（月）
２月 ９日（火）

９：３０〜１２：００
１３：００〜１５：３０

２月１０日（水）
◇問合せ先 館山税務署個人課税第１部門

所

所在地

南房 総市千倉保健 センタ ー
２階保健指導室
館山市コミュニティセンター
第１集会室
鴨川市市民会館
２階会議室

南房総市千倉町瀬戸
２７０５−６
館山市北条７４０−１
鴨川市横渚８０８−３３

℡２２−０１０１

佐久間ダム湖周辺の環境美化のため、テングス病枝除去お

館山税務署では、確定申告書作成会場を次の

よび清掃を行いますので、ご協力をお願いします。

とおり開設します。

◇日

時

２月７日（日）８：３０〜 ※小雨決行

◇開設期間 ２月１６日（火）〜３月１５日（火）

◇場

所

佐久間ダム湖 暁観音前集合

◇持 ち 物

※土日を除く

長柄のこぎり、長靴、作業のしやすい服装

◇時

間

（受付：８：３０〜）

※昼食、飲み物、ヘルメットは主催者側で用意します。
◇主

催

９：００〜１７：００

※作成済みの還付申告書は、２月１５日（月）

千葉鋸南日本花の会

◇問合せ先 重田 恒久

℡５５−１１８７

金髙 丈夫

℡５５−８２０２

以前でも提出できます。
※青色決算書、収支内訳書の作成は時間がかか
りますので、自宅で作成の上お越しください。

佐久間ダム湖観光生産管理組合

◇問合せ先 館山税務署

℡５５−８１１５

℡２２−０１０１

特定の業種の事業所で働く労働者に適用される「特定最低賃金」が次のとおり改正されました。
業種

改正後時間額

調味料製造業

８５２円

鉄鋼業

８９３円

はん用機械器具、生産用機械器具製造業

８６９円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具など

８７２円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業など

８５４円

各種商品小売業

８３２円

自動車（新車）小売業

８６５円

◇問合せ先 千葉労働局労働基準部賃金室

℡０４３−２２１−２３２８

１３

発効日

平成２７年
１２月２５日

暮らしの情報館

菱川師宣記念館では、1 月 9 日（土）から、開館３０周年記念特別展
として「浮世絵ジャポニズム

〜浮世絵に魅了された印象派〜」を開催

します。海外に渡った日本の浮世絵が、ヨーロッパの画家たちに衝撃的
に受け入れられ、ジャポニズムという日本ブームを起こし、印象派とい
う絵画を誕生させます。今回、東京富士美術館の特別協力で、同館所蔵
のマネ、モネ、ルノワール、シスレー、ゴーギャンなどの印象派画家の
名品が記念館にやって来ます。あわせて北斎、広重らの浮世絵版画の名
品も展示します。海外のすばらしい芸術
を間近で見る事のできる絶好の機会です
ので、ぜひご覧ください。

「牧草地の牛、ルーヴシエンヌ」
アルフレッド・シスレー

◇開催期間 1 月 9 日（土）〜2 月 7 日（日） 期間中無休
◇特別展入館料

町外の方：大人 ８００円

小中高校生 ５００円

町内の方：大人 ４００円

小中高校生 無料

（町民の方は町民と確認できるものを受付でご提示ください）
※1 月 7 日（木）
、8 日（金）
、2 月 8 日（月）
、9 日（火）は展示替えのため
休館となります。
ルノワール「読書する女」

◇問合せ先 菱川師宣記念館 ℡５５−４０６１

鋸南町の子育て支援の一環として毎月第３木曜日に
「仲良し広場」を開設しています。お子さんと一緒に遊
びながらくつろいでいただけるコミュニケーションス

毎年恒例となりました「鋸南町健康福祉まつり」
を次のとおり開催します。
各地区で実践している竹太鼓や健康体操、踊りな

ペースです。どうぞお気軽にお越しください。

どの介護予防活動の発表や保健推進員協議会による

◇日

時

１月２１日（木）１０：００〜１２：００

大喜利・健康体操、食生活改善協議会のカルシウム

◇場

所

中央公民館 ２階和室

料理の紹介・味噌汁の塩分測定（ご家庭の味噌汁を

◇問合せ先 教育委員会 生涯学習室

お持ちください。
）
、その他脳年齢測定や骨密度測定

℡５５−２１２０

等を行います。
「鋸南町社会福祉大会」では、表彰式や福祉作文
の発表を行います。また、豪華景品の当たる「おた

安房健康福祉センターでは、飼い犬の同伴可能な実技
講習や犬がリラックスするマッサージ法等の講習を次

のしみ抽選会」など、多彩な催しを予定しています。
◇日

１０：００〜１５：００

のとおり実施します。
◇日

時

◇場

所

時 １月２３日（土）

１月３０日（土）１２：３０〜１５：３０

◇場

所 中央公民館

多目的ホール、ロビー他

鴨川地域保健センター

◇内

容 １０：００〜 介護予防活動実践発表

（鴨川市横渚１４５７−１）

１２：３０〜 三味線演奏

◇費

用

１組３，５００円（テキスト代、保険料込）

１３：００〜 社会福祉大会

◇定

員

２０組

１４：１０〜 大喜利・健康体操

◇申込み・問合せ先
安房健康福祉センター

◇問合せ先 保健福祉課 健康推進室

℡２２−４５１１

鴨川地域保健センター ℡０４−７０９２−４５１１

１４

℡５０−１１７２

他

暮らしの情報館

Ｂ ＆ Ｇ

Ｎ Ｅ Ｗ Ｓ

◇温水プール開館時間
昼間 １３：００〜１７：００
夜間

◇休館日

月曜日

◇プール利用料（町民）

１８：００〜２１：００

小中学生

※土・日は午前中も開館しています。

２００円、

一 般 ４００円

※幼児は無料

日曜日は１７：００で閉館します。

★キッズ：４，０００円

温水プールは

★ジュニア：５，５００円・選手育成：１１，０００円
★一般

冬でも快適♪

水中歩行教室：６，５００円

◇申込み・問合せ先 Ｂ＆Ｇ海洋センター

老

人

開館延長日

福

祉

℡５５−４４１１

セ ン タ ー 『 笑

楽

の 湯

』

１８：００まで（お風呂は１７：３０まで）

１月９日（土）、１０日（日）
、１１日（月）、１６日（土）、１７日（日）、２３日（土）、
２４日（日）、３０日（土）
、３１日（日）、２月６日（土）、７日（日）
休館日

１月１２日（火）
、１８日（月）
、２５日（月）、２月１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

皆様お誘い合わせの上、お越しくださいますよう、スタッフ一同でお待ちしています。

笑 って楽 しく頭 と身 体 を動 かす会
団体名
田町福寿会

開催日

時 間

１１日

１３：３０〜

１８日

１０：００〜

〜 １ 月 予 定 〜
場 所
田町コミュ二ティセンター

楽生会

１１日

２５日

１４：００〜

淨蓮寺

小保田すいせんの会

１３日

２０日

１３：３０〜

小保田コミュ二ティセンター

浜げんき会

１４日

２８日

１３：３０〜

本郷浜区コミュ二ティセンター

芝台生き生き会

２０日

１３：３０〜

芝台青年館

エーフラ百寿会

２２日

１０：００〜

岩井袋コミュ二ティセンター

中原あやめ会

１７日

１３：３０〜

中原コミュ二ティセンター

鋸東睦会

２０日

１０：００〜

鋸東コミュニティセンター

友遊会

１２日

１９日

１０：００〜

中道台コミュニティセンター

竜島第１老盛会・さくら会

１４日

２１日

１３：３０〜

竜島区民館

２０日

ききょうの会

８日

１３：３０〜

本郷上公民館

笑っはっはの会

５日

１０：００〜

奥山公民館

中佐久間元気クラブ

１５日

９：３０〜

富士見クラブ

２０日

１３：００〜

大帷子下コミュニティセンター

１３：３０〜

すこやか

１３：３０〜

すこやか

すこやか
すこやかポールウォーキングしましょう会

１８日 （気功）
２５日
２１日

１５

中佐久間公民館

暮らしの情報館

１月 ６日（水） 鋸南小学校ＰＴＡ資源回収日
８日（金） 子育てサロン １０：００〜１２：００（すこやか）
行政相談 １３：００〜１５：００（ボランティアセンター）
移動交番開設 １３：３０〜１５：００（中央公民館）
水仙まつり
９日（土） 消防団出初式【おしらせ版１２月２０日号参照】
開催中！
味わいハイキング〔早春の水仙里山ハイキング〕
【町報１２月号参照】
２月７日まで
１０日（日） 成人式 １４：００〜（中央公民館）
水仙まつりイベント １１：００〜（江月水仙ひろば）
新春マラソン記録会【町報１２月号参照】
１１日（月） 狩猟エコツアー けもの道トレッキング １０：００〜（横根地区）
１３日（水） 鋸南保育所開放〔お正月遊び〕 １０：００〜１１：００（鋸南保育所）
１４日（木） オアシス家庭教育相談 １９：００〜２１：００（中央公民館） ※要予約 ℡５５−２１２０
１６日（土） 農業祭・辰野町特産品フェア １３：３０〜１６：００（中央公民館）
１７日（日） 結婚相談 ９：００〜１２：００（役場１階食堂）
［相談員：山根 つや子氏 加門 利枝氏］
農業祭・辰野町特産品フェア ９：００〜１１：００（中央公民館）
水仙まつりイベント １１：００〜（佐久間ダム）
１９日（火） 健康相談 １３：３０〜１４：００（老人福祉センター）
２０日（水） 鋸南小学校新入生体験入学 ９：４５〜１１：００（鋸南小学校）
鋸南小学校入学説明会 １３：３０〜１４：４０（鋸南小学校）
２１日（木） 親子で遊ぼう仲良し広場【Ｐ１４参照】
２２日（金） 鋸南中学校新入生説明会 １３：２５〜（鋸南中学校）
２４日（日） 青少年健全育成柔剣道大会 ９：００〜（鋸南中学校）
狩猟エコツアー ジビエ料理ワークショップ １３：００〜１６：００（すこやか）
２５日（月） 移動交番開設 １３：３０〜１５：００（中央公民館）
２９日（金） ３歳児健診 受付１３：００〜１３：３０（すこやか）※対象 H24.6.1〜H24.9.30 生まれの幼児
高齢者学級 １０：００〜（中央公民館）
２月 ３日（水） 鋸南小学校ＰＴＡ資源回収日
交通事故巡回相談 １０：００〜１５：００（役場１階相談室）
４日（木） 鋸南保育所開放 １０：００〜（鋸南保育所）
鋸南幼稚園入園説明会 １３：３０〜（鋸南幼稚園）

町県民税（第４期）は、２月１日（月）が納期限です。

人 の 動 き

１２月１日現在
（前月比）

３） １月

世帯数

３，６９１世帯 （△

人

口

８，３７１人

（△１５）

うち男

４，０１６人

（△

女

４，３５５人

（△１１） １７日（日） 鋸南病院

４） １１日（月） 富山国保病院（南房総市）

広報に掲載した写真をさしあげます。
一部希望に添えない場合もあります。

℡５５-４８０１

℡２２−１１２２
℡４４−５３０３
℡５８−０３０１
℡２４−５７１１

原クリニック（館山市）

〜写真さしあげます〜

◇総務企画課 広報担当

１０日（日） 館山病院（館山市）
花の谷クリニック（南房総市）

２４日（日） 館山病院(館山市)

℡５５−２１２５
℡２２−１１２２

花の谷クリニック（南房総市）
３１日（日） 赤門整形外科内科（館山市）

℡４４−５３０３
℡２２−０００８

２月
７日（日） 東条病院（鴨川市）
平野眼科（館山市）

℡０４−７０９２−１２０７
℡２７−３６３６

☆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〜

１１月１３日から１２月１０日までにいただいた寄付
寄付件数 ５２件
寄付金額
１６

１，０１０，０００円

