
 

 

 

 

 

文化祭（作品展示）の日程 

今年の文化祭は、中央公民館ロビーで作品を展示します。 

◇展示内容／ 

①鋸南町盆栽会（盆栽）、爰里
え ん り

山房（書道） 

10月24日（土）～10月29日（木） 

盆栽で味わえる秋の彩りと、昨年から準備してい

た書道作品をお楽しみください。 

 ②鋸南地区菊花愛好会（菊） 

10月31日（土）～11月５日（木） 

町民の皆さまが安らかな気持ちになれるよう、丹

精込めた綺麗な菊花を展示します。 

 ③伝統文化親子華道教室（生け花） 

11月７日（土）、11月８日（日） 

「心つないで 届けよう 花の力 あなたへ」を

テーマに作品を展示します。 

 ④つわぶき会（陶芸） 

11月10日（火）～11月15日（日） 

仲間と楽しく活動し制作した作品を展示します。 

 ⑤鋸南町カメラ同好会（写真） 

11月17日（火）～11月29日（日） 

郷土の素晴らしさが伝わるように撮影している作

品をお楽しみください。 

 ⑥鋸南幼稚園、小学校、中学校（図画工作・書道） 

12月１日（火）～12月14日（月） 

◇問合せ先／中央公民館 ℡55-4151 

 

さき織り展の開催 

不要になった布を裂いて糸として織る「さき織り」

の作品を展示します。 

◇日時／11月３日（火）～11月15日（日）※月曜休館 

 午前９時～午後５時 

◇場所／道の駅きょなん 観光案内所 ギャラリー 

◇展覧会名／思い出の布を集めて織る さき織り展 

白熊
は ぐ ま

初枝
は つ え

と凪砂
な ぎ さ

工房の仲間達 

◇問合せ先／道の駅きょなん 観光案内所 ℡55-4518 

登下校を見守る学校応援団の募集 

子どもたちの登下校の見守りにご協力いただける学

校応援団を募集します。 

◇日時／開始月：11月 

登校時：午前７時15分～７時45分頃 

下校時：午後３時15分～３時45分頃 

◇場所／鋸南小学校 表門及び北門付近 

◇申込み・問合せ先／教育委員会 ℡55-2120 

※小学校への申込みも可能です。 

 

雑損控除個別相談会の開催 

住宅や家財等に台風の被害を受けた方は、雑損控除

により令和２年分の所得税等が軽減される場合があ

ります。被害を受けた方を対象に相談会を開催します。 

詳しくは、各戸配布しているチラシをご覧ください。 

◇日時／午前９時～午後３時 

①11月13日（金）役場 ３階 大会議室 

 ②12月３日（木）中央公民館 ２階 講座室 

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113 

 

年末調整に係る書類の配布 
今年の年末調整説明会は、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため中止とし、年末調整に係る書類の配

布を行います。 

◇日時／午後１時～３時 

①11月４日（水）役場 ３階 大会議室 

②11月６日（金）南房総市千倉保健センター 

３階 機能訓練室（南房総市千倉町） 

③11月９日（月）鴨川市役所 ４階 大会議室 

（鴨川市横渚） 

◇問合せ先／館山税務署 ℡22-1067 
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笑って楽しく頭と身体を動かす会～11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。（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。

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。 

◇対応相談窓口／毎週月曜日 ※祝日除く 

 午前９時～午後４時 役場 １階 復興支援室 

◇電話相談窓口／℡0120-029-289 

◇問合せ先／総務企画課復興支援室 ℡28-5525 

年金生活者支援給付金の支給 

 公的年金の収入や所得税等が、一定基準額以下の

年金受給者の生活を支援するため、給付金を支給し

ます。詳しくはお問合せください。 

◇申請方法／対象者宛てに発送される申請書を提出 

※すでに給付を受けている方は、手続き不要です。 

◇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 

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。 

◇問合せ先／地域包括支援センター ℡50-1172 

２ 

団体名 開催日 時 間 場 所 

田町福寿会 
２日 13：30～ 

田町コミュニティセンター 
16日 10：00～ 

小保田すいせんの会 ４日、18日 13：30～ 小保田コミュニティセンター 

町３区の会 ※１ ４日、18日 13：30～ 仁浜区コミュニティセンター 

浜げんき会 12日、26日 13：30～ 本郷浜区コミュニティセンター 

芝台生き生き会 11日、25日 13：30～ 芝台青年館 

中原あやめ会 20日 13：30～ 中原コミュニティセンター 

鋸東睦会 20日 10：00～ 鋸東コミュニティセンター 

本郷長寿会 27日 10：00～ 本郷区コミュニティセンター 

竜島さくら会 12日 13：30～ 竜島区民会館 

ききょうの会 13日 13：30～ 本郷上公民館 

笑はっはの会 ３日 10：00～ 奥山公民館 

中佐久間元気クラブ 13日 ９：30～ 中佐久間公民館 

富士見クラブ 25日 13：30～ 大帷子下コミュニティセンター 

ミモザの会 19日 11：00～ 大崩公民館 

すこやか保田教室 
２日、９日 13：30～ 保健福祉総合センター「すこやか」 

16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 
２日（ウォーキング） 13：30～ 役場正面玄関前 ＊雨天中止 

16日（コグニサイズ） 10：00～ 田町コミュニティセンター 

ポールウォーキングしましょう会 19日 13：30～ 保健福祉総合センター「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。 

◇問合せ先／地域包括支援センター ℡50-1172 



３ 

離職者等再就職訓練受講生の募集 

離職した方を対象に、再就職のための公共職業訓練

の受講生を募集しています。 

◇対象者／①～③すべてに該当する方 

①就職を希望し、ハローワークに求職申し込みをし

ている方またはこれから申し込みをされる方 

②１年以内に公共職業訓練等を受講していない方 

③ハローワークの受講指示または推薦が得られる方 

◇開講コース／会場：館山市若潮ホール（館山市船形） 

①パソコン・事務技能マスター科 

受講期間：12月１日（火）～令和３年２月26日（金） 

募集期間：11月２日（月）まで 

②介護職員初任者研修養成課科 

受講期間：令和３年１月４日（月）～３月31日（水） 

募集期間：11月30日（月）まで 

◇申込み・問合せ先／ハローワーク館山 ℡22-2236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災住宅修繕支援制度の仮申請受付 

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等を対象に、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け付けます。 

◇申請・問合せ先／総務企画課復興支援室 ℡28-5525 

 

台風被災相談窓口の開設 

◇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 

 

 

今月のお薦め            

★千葉が舞台の本Part２ 房日新聞で紹介「房州人の心」くすぐる話題作 

「海が見える家」、「海が見える家 それから」文庫本 はらだみずき 

★今月の絶対はずさない！プラチナ本        ★第163回芥川賞作品入荷 

「サキの忘れ物」津村
つむら

記久子
き く こ

            ・「破局」遠野
とおの

遥
はるか

 ・「首里の馬」高山
たかやま

羽根子
は ね こ

 

★北野作品の原点にして渾身の青春バイオレンス小説 ★これが天才たちの頭の中だ！ 

「不良」北野
きたの

武
たけし

                 「天才の考え方 藤井
ふじい

聡太
そうた

とは何者か？」加藤
かとう

一二三
ひ ふ み

 渡辺
わたなべ

明
あきら

 

★キミの居場所はここにあるよ。「子ども食堂」を舞台に奇跡が起こる！ 

 「おいしくて泣くとき」森沢
もりさわ

明夫
あきお

 

★今すぐできる小さな革命 

 「プラスチック・フリー生活」シャンタル・プラモンドン ジェイ・シンハ 服部
はっとり

雄一郎
ゆういちろう

訳 

★戦後75年、戦争の現実を風化させないために 金の星社創業100周年記念出版完全版でお届けします！ 

「はだしのゲン」全７巻 中沢
なかざわ

啓治
けいじ

                              

★絶賛の嵐！メフィスト賞受賞！ 

 「法廷遊戯」五十嵐
い が ら し

律人
りつと

 ※メフィスト賞…講談社が発行する文芸雑誌「メフィスト」から生まれた公募文学新人賞 

その他新着図書 

・「家族じまい」桜木
さくらぎ

柴乃
し の

     ・「百年と一日」柴崎
しばさき

友香
ともか

       ・「いちねんかん」畠 中
はたけなか

恵
めぐみ

 

・「もう、聞こえない」誉田
ほんだ

哲也
てつや

  ・「ヒポクラテスの試練」中山
なかやま

七里
し ち り

   ・「女神記」桐野
きりの

夏生
なつお

 

・「生かさず、殺さず」久坂部
く さ か べ

羊
よう

  ・「えげつない！寄生生物」成田
なりた

聡子
さとこ

  ・「天空のアリ植物」森口
もりぐち

満
みつる

 

・「見えない絶景 深海底巨大地形」藤岡
ふじおか

換太郎
かんたろう

    ・「体内時計のミステリー」ラッセル・Ｇ・フォスター 

・「どうぞ愛をお叫びください」武田
たけだ

綾乃
あやの

       ・「四畳半タイムマシンブルース」森見
もりみ

登美彦
と み ひ こ

 上田
う え だ

誠
まこと

 

・「キャベツのせん切り、できますか？」、「私の敬語正しいと思っていたけれど。」森下
もりした

えみこ   

※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 



 ５日（木）10:00～ 子育て広場イベント【ぱっくん！アドバイス】 （中央公民館）＊食育月間、たのしくクッキング 

１０日（火）10:00～ ポールウォーキング教室           （集合：中央公民館前） 

１２日（木）10:00～ 子育て広場イベント【子育てアドバイス】   （中央公民館）＊言うことを聞かない！？ 

１９日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】     （中央公民館）＊エプロンシアター・読み聞かせ 

２４日（火）10:00～ ポールウォーキング教室           （集合：すこやか正面玄関前） 

２６日（木）10:00～ 子育て広場イベント【おたのしみ箱】     （中央公民館）＊リズムとお話の森「オレンジ」 

２７日（金）13:00～ １歳６か月児健診              （すこやか）＊対象児H31.1.1～H31.4.30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 

弁護士相談 １１日（水） 13:00～15:00 ボランティアセンター 
社会福祉協議会 

℡50-1174 

税理士による無料相談 １３日（金） 10:00～15:00 
イオンタウン館山 

（館山市八幡） 

千葉県税理士会館山支部 

℡23-4132 

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

℡55-4801 

思春期相談 １６日（月） 14:00～16:00 
鴨川地域保健センター 

（鴨川市横渚） 

鴨川地域保健センター 

℡04-7092-4511 

成年後見制度に関する

巡回相談 
１８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 １８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。 

１日（日）東条病院（鴨川市）       ℡04-7092-1207 

３日（火）原クリニック（館山市）     ℡24-5711   鴨川市立国保病院（鴨川市）   ℡04-7097-1221 

８日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122   中原病院（南房総市和田）    ℡47-2021 

１５日（日）鋸南病院            ℡55-2125 

２２日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

２３日（月）富山国保病院（南房総市富山）  ℡58-0301   亀田ファミリークリニック館山（館山市）℡20-5520 

２９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 11月４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。 

○町県民税 

 納期限（３期）       11月２日（月） 

○固定資産税 

 納期限（４期）       11月30日（月） 

○国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険料 

 納期限（４期）       11月２日（月） 

 納期限（５期）       11月30日（月） 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

税務住民課税務収納室 ℡55-2113 

保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 


