
１ 

 

 

 

 

 

町総合防災訓練は中止します 

今年度の町総合防災訓練は、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大を防止するため中止となりました。 

地震や風水害等の災害に備えるため、日頃から避難

行動や非常用持ち出し品の確認をお願いします。 

◇問合せ先／総務企画課総務管理室 ℡55-4801 

 

鋸山ガイド養成講座参加者募集！ 

鋸山の歴史・自然・魅力を紹介する現地ガイドを養

成する講座を開催します。募集定員は20名ですので、

ぜひお早めにお申し込みください。 

◇座学／会場：中央公民館 午後７時～８時30分 

 ①10月15日（木） 

「鋸山概論～鋸山の成り立ちから日本寺の歴史～」 

 ②10月22日（木） 

「鋸山あれこれ～鋸山ハイクの魅力～」 

 ③10月29日（木） 

「鋸山と保田～鋸山のふもと保田の歴史秘話～」 

 ④11月５日（木） 

「鋸山の石切の話～刻まれた石切の産業～」 

◇現地研修／会場：鋸山（日程は未定） 

 ①日本寺スタンダードコース（日本寺と石仏） 

 ②鋸山自然満喫コース（車力道と房州石遺産等） 

 ③天空コース（石切場と地獄のぞき等） 

◇講師／（有）房州日日新聞社 忍足利彦氏 他 

◇申込み・問合せ先／中央公民館 ℡55-4151 

 

台風被災相談窓口を開設しています 

◇日時／毎週月・火・木・金曜日の午前９時～午後４時 

 （祝日除く） 

◇場所／役場 １階 復興支援室 

◇相談内容／住宅の応急修理（被害状況が半壊または

一部損壊の場合）、生活再建支援制度に関すること 

◇問合せ先／総務企画課復興支援室 ℡28-5525 

安房の国観光まちづくり塾受講者募集！ 

 「新型コロナウイルス感染症の先を見据えた新しい

観光のあり方」について一緒に考えてみませんか。 

◇日時／①10月２日（金）②10月22日（木） 

③11月12日（木）④12月４日（金） 

午後１時30分～４時40分 

◇受講方法／「Webex」によるオンライン開催 

 ※スマートフォンまたはパソコンが必要です。 

◇申込み方法／次のQRコードにアクセスしていただく

か、県ホームページからお申し込みください。 

 URL：https://www.pref.chiba.lg.jp 

/kc-awa/awanokuni.html 

◇募集締切／９月23日（水） 

◇問合せ先／安房地域振興事務所 ℡22-7111 

 

ご家庭に眠っている食品大募集！ 
各家庭で使いきれない食品を福祉団体や施設等に

寄付する「フードドライブ」を始めます。 

◇日時／10月30日（金）まで（土日祝日を除く） 

 午前９時～午後５時 

◇場所／社会福祉協議会（ボランティアセンター内） 

◇対象食品／麺類、小麦粉、缶詰、瓶詰、乾物、イン

スタント食品、レトルト食品、調味料各種、お中元

ギフトパック、お米（令和元年、２年産のもの）等 

※賞味期限が２か月以上あるもの、常温で保存可能な

もの、未開封のものに限ります。 

◇問合せ先／社会福祉協議会 ℡50-1174 

 

被災住宅修繕支援制度の仮申請 

台風で住宅が被害を受けた方を対象とした修繕支

援制度について見積書が間に合わない方を対象に、12

月25日（金）まで仮申請を受け付けます。 

◇提出書類／申請書、修繕前の写真、罹災証明書 

※申請者のみで準備できる書類にて受付をします。 

◇申請・問合せ先／総務企画課復興支援室 ℡28-5525 
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笑って楽しく頭と身体を動かす会～10月予定～ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、次の点にご協力をお願いします。 

１．参加前に体温を測定してください。発熱や風邪の症状がある場合は、参加をご遠慮ください。  

２．マスクを着用し、石けんと流水で手洗いをしてから活動に参加してください。（熱中症予防のため、人との

距離が十分にとれる場合には、適宜マスクをはずし、こまめに水分補給をしましょう。） 

３．会場は換気し、手を伸ばしてもぶつからない程度の距離（２m）をとりましょう。 

  

最低賃金改正のお知らせ 

10月１日から県内の事業所で働くすべての労働者

とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」が改正

されます。詳しくはお問合せください。 

◇時間額／925円（従来の額より２円引上げ） 

◇問合せ先／千葉労働局労働基準部賃金室 

 ℡043-221-2328 

 

 

修理業者を探している方へ 

住宅が台風の被害を受け、修理を依頼する工務店

を探している方を対象に、（一社）全国木造建設事業

協会千葉県協会に登録している県内工務店を紹介し

ます。 

◇電話相談先／℡0120-029-289 

◇問合せ先／総務企画課復興支援室 ℡28-5525 

２ 

団体名 開催日 時 間 場 所 

田町福寿会 
５日 13：30～ 

田町コミュニティセンター 
19日 10：00～ 

小保田すいせんの会 ７日、21日 13：30～ 小保田コミュニティセンター 

町３区の会 ※１ ７日、21日 13：30～ 仁浜区コミュニティセンター 

浜げんき会 ８日、22日 13：30～ 本郷浜区コミュニティセンター 

芝台生き生き会 ７日、21日 13：30～ 芝台青年館 

中原あやめ会 16日 13：30～ 中原コミュニティセンター 

鋸東睦会 16日 10：00～ 鋸東コミュニティセンター 

ききょうの会 ９日 13：30～ 本郷上公民館 

笑はっはの会 ６日 10：00～ 奥山公民館 

田子の会 15日 11：00～ 両向青年館 

中佐久間元気クラブ ９日 ９：30～ 中佐久間公民館 

富士見クラブ 28日 13：30～ 大帷子下コミュニティセンター 

ミモザの会 15日 11：00～ 大崩公民館 

すこやか保田教室 
５日、12日、26日 13：30～ 保健福祉総合センター「すこやか」 

19日（気功）※２ 13：30～ 保健福祉総合センター「すこやか」 

すこやか勝山教室 ５日（ウォーキング） 13：30～※３ 役場正面玄関前 ＊雨天中止 

ポールウォーキングしましょう会 15日 13：30～※３ すこやか玄関前 ＊雨天中止 

※１ 会場の都合により、15名以上の参加があった場合は、ご遠慮いただく場合があります。 

※２ ヨガマットまたはバスタオルを持参してください。 

※３ 10月から開始時間を変更していますので、ご注意ください。 

◇問合せ先／地域包括支援センター ℡50-1172 



３ 

ごみのポイ捨てはやめましょう 

町では、環境美化推進に関する条例を制定し、ポイ

捨て禁止の啓発や不法投棄監視員によるパトロールを

行うなど、ゴミのポイ捨て防止に努めています。 

しかし、人目につきにくい場所や道路沿いでは、コ

ンビニの袋・空き缶・ペットボトルなどのゴミのポイ

捨てが多く見受けられます。清潔で美しい町を維持し

ていくためにも、ゴミのポイ捨ては絶対にしないよう

に心がけましょう。皆さまのご協力をお願いします。 

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者インフルエンザ予防接種 

接種を希望する方は、医療機関に直接お申し込みく

ださい。 

◇対象者／①町に住民登録をしている65歳以上の方 

②町に住民登録をしている60～64歳の方で心臓・  

腎臓・呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルスに

より免疫機能に著しい障害のある方（要事前申請） 

◇期間／10月１日（木）～12月31日（木） 

◇町助成額／2,500円（生活保護受給者は全額助成） 

◇対象医療機関／①鋸南町、館山市、鴨川市、南房総

市のインフルエンザ予防接種実施医療機関 

②県内相互乗り入れ事業に登録している医療機関 

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡50-1172 

 

 

今月のお薦め            

★今こそ読みたい千葉が舞台の本 

・「房総グランオテル」越谷
こしがや

オサム ・「恋とポテトと夏休み」神戸
こ う べ

遥真
は る ま

 ・「稲の旋律」旭
ひの

爪
つめ

あかね  

★第163回直木賞候補作、渾身の歴史長編       ★江戸幕府250年。侍の世の終わりに見えたのは・・ 

「じんかん」今村
いまむら

翔吾
しょうご

              「せきれいの詩
うた

」村木
むらき

嵐
らん

 

★堂々完結！深淵の果てに八雲が見たものは！    ★個性派俳優・松尾諭の自伝風エッセイ 

「心霊探偵八雲12」神永
かみなが

学
まなぶ

            「拾われ男」松尾
まつお

諭
さとる

 

★怒りと赦
ゆる

しの超弩級
どきゅう

人間ドラマ          ★勝山小のぶどう作りに挑戦した記録が本に 

「ボニン浄土」宇佐美
う さ み

まこと            「ぶどうのある学校」加藤
かとう

武司
たけし

 

★2019年ノンフィクション本屋大賞作家の新たな代表作誕生！ 

「ワイルドサイドをほっつき歩け」ブレイディみかこ 

★シリーズ再始動！ 

「ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ 扉子と空白の時」（文庫）三上
み か み

延
えん

 

★思い出の保田海岸を写真で 

「群像 保田海岸」撮影 江田
え だ

晃
こう

陽
よう

 編集 前田
まえだ

宣明
のぶあき

 ※帯出禁止図書のため、図書室内でお読みください。 

その他新着図書 

・「夜の向こうの蛹
さなぎ

たち」近藤
こんどう

史恵
ふみえ

  ・「アウターライズ」赤松
あかまつ

利市
りいち

    ・「うめももさくら」石田
いしだ

香織
かおり

  

・「黙示」今野
こんの

敏
びん

           ・「あめつちのうた」朝倉
あさくら

宏
ひろ

影
かげ

   ・「あしたの華姫」畠 中
はたけなか

恵
めぐみ

  

・「ダブル・トライ」堂場
どうば

瞬 一
しゅんいち

    ・「狐笛のかなた」上橋
うえはし

菜穂子
な ほ こ

    ・「セバット・ソング」谷村
たにむら

志穂
し ほ

 

・「カラスは飼えるか」松原
まつばら

始
はじめ

    ・「がん免疫療法の突破口」チャールズ・グレーバー  

・「まだ温かい鍋を抱いておやすみ」彩瀬
あやせ

まる 

新着児童本 

・「100回目のお引っ越し」後藤
ごとう

みわこ  ・「ちいさな島」ゴールデン・マクドナルド ・「あるきだした小さな木」ボルクマン 

※その他多数入荷しています。詳しくは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 



 ６日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【岩井海岸方面】     （集合：海洋センター正面玄関前） 

８日（木）10:00～ 子育て広場イベント【ちょいボラ活動】      （中央公民館）＊花壇にお花を咲かせよう！ 

１５日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】       （中央公民館）＊ハロウィンごっこ・工作 

１７日（土） 9:30～ 鋸南保育所運動会                 （鋸南保育所）＊雨天中止 

２０日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【奥山方面】       （集合：佐久間ダム公園駐車場） 

２３日（金）13:00～ 乳児前期健診                  （すこやか）＊対象児R2.3.1～R2.6.30生まれ 

※開催中   9:00～ 菱川師宣記念館「新収蔵品展」          （菱川師宣記念館）＊11月１日まで 

※誌面で掲載した記事は、中止や内容が変更となる場合がありますのでご了承ください。 

 

４ 

暮 ら し の 情 報 館  

相談名 期日 時間 場所 予約・問合せ先 

登記相談 
毎週火曜日・ 

木曜日 

09:30～12:00 

13:00～15:30 

千葉地方法務局 

館山支局（館山市北条） 

千葉地方法務局館山支局 

℡22-0620 

思春期相談  ８日（木） 14:00～16:00 
安房健康福祉センター 

（館山市北条） 

安房健康福祉センター 

℡22-4511 

税理士による無料相談 １３日（火） 10:00～15:00 
法青会館 

（館山市北条） 

千葉県税理士会館山支部 

℡23-4132 

行政相談 １５日（木） 13:00～16:00 ボランティアセンター 
総務企画課総務管理室 

℡55-4801 

心配ごと相談 １５日（木） 13:00～16:00 ボランティアセンター 
社会福祉協議会 

℡50-1174 

電話無料相談会 １６日（金） 
10:00～12:00 

13:30～16:30 

館山市コミュニティ 

センター（館山市北条） 

千葉県行政書士会安房支部 

℡22-4511 

成年後見制度に関する

巡回相談 
２１日（水） 13:30～16:30 

保健福祉総合センター 

すこやか 

安房地域権利擁護推進センター 

℡04-7093-5000 

家庭教育相談オアシス ２８日（水） 19:00～21:00 中央公民館 
教育委員会 

℡55-2120 

 

 

※相談はすべて無料・事前予約制です。 

４日（日）花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303   東条病院（鴨川市）       ℡04-7092-1207 

１１日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122     

１８日（日）鋸南病院            ℡55-2125     

２５日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122   花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303 

☆安房地域医療センター（℡25-5111）は、毎日24時間体制で救急患者を受け入れています。 

ＰＴＡ資源回収日は 10月７日（水）です 

収益金は学校の施設整備、図書の充実等に活用されます。

ご理解・ご協力をお願いします。 

◇回収場所／各地区指定の回収場所 

◇回収品目／新聞・チラシ ◇時間／午前７時～９時 

※アルミ缶は小・中学校の収集場所で毎日回収しています。

なお、アルミ缶以外のものは回収できません。 

「目の愛護デー」無料電話相談 

目の健康についての相談に県眼科医会がお答えしますの

で、お気軽にお問合せください。なお、事前の申込みは不要

です。 

◇日時／10月11日（日） 午前９時～午後４時 

◇問合せ先／県眼科医会  ℡043-242-4271 

 


