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緊急事態宣言発出中 １月８日（金）～２月７日（日）
～かからない・うつさないために～
１月７日、県は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請を行いました。感染拡大、医療崩壊を防
ぐため、次のとおりご協力をお願いします。

■町民の皆さまへ

■飲食店経営者の皆さまへ

・不要不急の外出・移動の自粛
（特に午後８時以降）

・営業時間の短縮要請（１月12日（火）～２月７日

出勤や通院、散歩等、生活や健康の維持に必要な

（日）
）

ものについては、自粛要請の対象外とします。

午後８時から午前５時までは営業しないでくだ

・基本的な感染防止対策の実施

さい。酒類の提供は午前11時から午後７時までと

「３つの密」を徹底的に避けるとともに、人と人

してください。

との距離の確保、マスクの着用、手洗い等基本的

※時間を短縮して営業した場合、千葉県感染拡大防

な感染対策を実施してください。

止対策協力金が支給されます。

■事業者の皆さまへ
・
「出勤者数の７割削減」
在宅勤務や時差出勤等を強力に推進してください。
・午後８時以降の勤務の抑制
・街頭の電飾等を早めに消灯

公共施設等の利用制限

千葉県感染拡大防止対策協力金

・BBQハウス佐久間小学校／利用停止

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、１月12

◇問合せ先／総務企画課総務管理室 ℡55-4801

日から２月７日までの間、営業時間を午前５時から午

・中央公民館／午後７時30分まで

後８時まで（酒類の提供は午前11時から午後７時まで）

・海洋センター／午後７時30分まで

に短縮し、協力要請に応じた飲食店に対し、店舗ごと

・学校開放／午後７時30分まで

に協力金が支給されます。

◇問合せ先／教育委員会 ℡55-2120

◇申請期間／要請期間が終了した２月８日以降、速や

※その他の施設等は、感染防止対策を徹底し通常どお

かに受付を開始予定

り開館します。

◇問合せ先／千葉県感染拡大防止対策協力金コール

※今後の感染拡大状況により、変更する場合がありま

センター ℡0570-003894

す。

～偏見や差別をなくすために～
感染者や濃厚接触者、医療従事者等やそのご家族に対する偏見や差別につながる言動が問題となってい
ます。感染された方やご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。

１

人との接触を８割減らす、10のポイント
新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染する可能性があり、気づかないうちに感染を広げてしまう可能性が
あります。感染症から自分自身と身近な人の命を守れるよう、日常生活を見直してみましょう。

１ビデオ通話でオンライン帰省

２スーパーは１人または少人数ですいている時間に

３ジョギングは少人数で、公園はすいた時間・場所を選ぶ

４待てる買い物は通販で

５飲み会はオンラインで

６診療は遠隔診療

７筋トレやヨガは自宅で動画を活用

８飲食は持ち帰り、宅配も

９仕事は在宅勤務

10会話はマスクをつけて

３つの密を避けましょう
１．換気の悪い密閉空間
２．多数が集まる密集場所
３．間近で会話や発声をする密接場面

中小企業等事業継続支援金、
農業者・漁業者事業継続支援金

イベント等の中止
・２月４日（木）子育て広場イベント／中止

新型コロナウイルス感染症に係る支援策「中小企

・２月６日（土）安房地区社会教育振興大会／中止

業等事業継続支援金」
、
「農業者・漁業者事業継続支

◇問合せ先／教育委員会 ℡55-2120

援金」の申請期限は、令和３年２月26日（金）で

・２月６日（土）味わいハイキング／中止

す。まだ申請がお済みでない方は、お早めに申請を

◇問合せ先／地域振興課まちづくり推進室 ℡55-1560

お願いします。

※その他のイベント等は、感染防止対策を徹底し予

◇問合せ先／地域振興課農林水産振興室 ℡55-4805

定どおり開催します。

地域振興課まちづくり推進室 ℡55-1560

※今後の感染拡大状況により、変更する場合があり
ます。

２

出会い応援サポーター募集

奨学生募集

結婚を希望する独身男女の出会いを応援する「出会

経済的な理由で修学が困難な方を対象に奨学生を募

い応援サポーター」を募集します。

集します。

◇募集人数／８名

◇募集人員／５名程度

◇任期／令和３年４月１日～令和４年３月31日

◇応募資格／町に住民登録されている方またはその

◇職務概要／・定例会（毎月20日頃）への出席

保護者が町に住民登録されている方で、町奨学資金

・出会い応援イベントの企画、運営等

貸付基金条例及び規則に該当する方

◇募集期間／２月１日（月）～３月10日（水）

◇貸付額／

◇問合せ先／地域振興課農林水産振興室 ℡55-4805

修学金
高等学校・

ご家庭に眠っている食品募集

高等専門学校等

入学準備金

月額１万円以内

３万円以内

月額３万円

20万円以内

ご家庭で使いきれない食品を福祉団体や施設等に寄
大学等

付する「フードドライブ」を実施します。
前回のフードドライブでは、多くの方から協力いた

◇貸付期間／令和３年４月から正規の修学期間が終

だき100点以上の提供がありました。今年も引き続き実

了する月まで

施しますので、ご協力をお願いします。

◇返還期間／貸付終了１年後から貸付を受けた期間

◇受付期間／２月26日（金）まで ※土日祝日を除く

の２倍以内の期間

午前９時～午後５時

◇申込期間／２月１日（月）～26日（金）

◇場所／社会福祉協議会（ボランティアセンター内）

◇申込方法／申請書、推薦書、その他関係書類を申込

◇対象食品／麺類、小麦粉、缶詰、瓶詰、乾物、イン

先まで提出してください。

スタント・レトルト食品、調味料、お歳暮等ギフトパック

※各書類は、教育委員会に用意してあります。

※賞味期限が２ヶ月以上あるもの、常温で保存可能な

◇申込み・問合せ先／教育委員会 ℡55-2120

もの、未開封のものに限ります。

国民年金の加入

◇問合せ先／社会福祉協議会 ℡50-1174

20歳になった方に、日本年金機構から国民年金に加

認知症の相談窓口

入したことをお知らせしますので、忘れずに加入の手
続きをお願いします。

県では、認知症の電話相談窓口「ちば認知症相談コ

保険料が未納のままだと、年金を受け取ることがで

ールセンター」を設置しています。

きない場合があります。なお、学生の方や収入等がな

介護経験者や専門職等が相談に応じますので、お気

く保険料の支払いが困難な場合は次の制度を活用でき

軽にご利用ください。

ます。

また、若年性認知症(65歳未満で発症した場合)に関
する相談は、
「千葉県若年性認知症専用相談窓口」をご

◇学生納付特例制度／本人の所得が一定額以下の学生

利用ください。若年性認知症支援コーディネーターが

の方は、申請により在学中の保険料の納付が猶予さ

相談に応じます。

れます。
◇納付猶予制度／50 歳未満の方で、本人及び配偶者の

◇相談・問合せ先／

前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予

・ちば認知症相談コールセンター ℡043-238-7731

されます。

（月・火・木・土曜日対応）

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112

・千葉県若年性認知症専用相談窓口 ℡043-226-2601
（月・水・金曜日対応）

３

笑って楽しく頭と身体を動かす会～２月予定～
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、体調がすぐれない場合は参加をご遠慮ください。また、次のこと
にご協力ください。
（①体温の測定 ②石けんでの手洗い・アルコール消毒 ③マスクの着用 ④会場の換気）
今後の感染拡大状況により、日程を変更する場合がありますのでご注意ください。
団体名

開催日

時 間

場 所

１日

13：30～

15日

10：00～

小保田すいせんの会

３日、17日

13：30～

小保田コミュニティセンター

町３区の会 ※１

３日、17日

13：30～

仁浜区コミュニティセンター

浜げんき会

11日、25日

13：30～

本郷浜区コミュニティセンター

芝台生き生き会

10日、24日

13：30～

芝台青年館

中原あやめ会

19日

13：30～

中原コミュニティセンター

鋸東睦会

19日

10：00～

鋸東コミュニティセンター

本郷長寿会

26日

10：00～

本郷区コミュニティセンター

ききょうの会

12日

13：30～

本郷上公民館

笑はっはの会

２日

10：00～

奥山公民館

田子の会

18日

11：00～

両向青年会

中佐久間元気クラブ

12日

９：30～

中佐久間公民館

富士見クラブ

24日

13：30～

大帷子下コミュニティセンター

ミモザの会

18日

11：00～

大崩公民館

町区の会 ※１

12日

13：30～

町区コミュニティセンター

１日、８日、22日

13：30～

15日（気功）※２

13：30～

１日（ウォーキング）

13：30～

役場正面玄関前 ＊雨天中止

15日（コグニサイズ）

10：00～

田町コミュニティセンター

13：30～

保健福祉総合センター「すこやか」玄関前 ＊雨天中止

田町福寿会

すこやか保田教室

すこやか勝山教室

ポールウォーキングしましょう会 18日

田町コミュニティセンター

保健福祉総合センター「すこやか」

※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

療養患者の作品展開催

台風被災相談窓口の開設

亀田クリニックでは、自宅療養をする患者様を応

◇日時／平日（水曜日を除く）の午前９時～午後４時

援するため、絵画・短歌・手芸品等の作品を展示します。

◇場所／役場 １階 復興支援室

◇日時／午前８時～午後５時 ※日曜祝日を除く

◇相談内容／住宅の応急修理に関すること等

２月10日（水）～４月12日（月）

※相談窓口は３月末で終了します。

※３月９日（火）
：作品入れ替えのため休止

◇問合せ先／総務企画課復興支援室 ℡28-5525

◇場所／亀田クリニック １階 ロビー（鴨川市東町）
◇問合せ先／亀田総合病院地域医療支援部
℡04-7099-1230

４

いきいき大学教養文化講座

館山地域漁業就業電話相談
館山地域で漁業就業を検討している方を対象に、漁業

大学教授や医師等による健康づくりや生きがいづく

就業に係る地域漁業についての電話相談に応じます。

りの講演を聞きませんか。詳しくはお問合せください。

◇日時／２月１日（月）～26日（金） ※平日のみ

◇対象者／60才以上の方

◇内容／職業概要、支援制度、求人情報等の情報提供

◇日時／午前９時30分～11時30分 ★午後１時～３時も開講

◇相談・問合せ先／県館山水産事務所 ℡22-5761

５月11日（火）
、６月８日（火）
、７月６日（火）
、
８月17日（火）
、９月14日（火）
、10月12日（火）★、

本のリサイクルフェア開催

11月９日（火）
、12月14日（火）
、
令和４年１月11日（火）
、２月８日（火）★

今年も皆さまから寄贈していただいた本を中心に、自
由にお持ち帰りになれるリサイクルフェアを開催いた

◇定員／500名

します。皆さまのご来館をお待ちしています。

◇会場／千葉市民会館 大ホール（千葉市中央区要町）

◇対象者／町に在住またはお勤めの方

◇料金／7,000円

◇日時／午前９時～午後５時

◇申込方法／・ホームページから申し込み
・郵送にて申し込み：受講申込書に必要事項を記入し、

２月８日（月）～18日（木） ※休館日：11日（木）
◇場所／中央公民館 ロビー

返信用封筒（角２・140円切手貼付）を同封の上申込

※お持ち帰り用の袋をご持参ください。

先へ郵送してください。
※受講申込書は返信用封筒（角２・140円切手貼付）を

※図書の売却を目的とする方はお断りします。

同封の上申込先まで郵送請求してください。

※期間終了後、雑誌のみお持ち帰りいただける常設のコ

◇申込期限／２月27日（土）必着

ーナーを設けますのでぜひご利用ください。

◇申込み・問合せ先／〒260-0802 千葉市中央区川戸町419

◇問合せ先／中央公民館 ℡55-4151

いきいき大学事務局 ℡043-266-0118

今月のお薦め
★ちびっこあつまれ！新刊の絵本多数入荷！！
・
「きょうは泣き虫」たけがみたえ

・
「むれ」ひろたあきら

たけした ふ み こ

やまにし

ジュナイダ

・
「なまえのないねこ」竹下文子

・
「ヒゲタさん」山 西ゲンイチ

・
「ミライノイチニチ」コマツシンヤ

・
「字のないはがき」向田邦子原作 角田光代

むこうだ く に こ

・
「の」junaida
か くたみ つよ
か が わ てるゆき

・
「カブトムシのガブリエル、もりのヒーロー」
、
「ホタルのアダムとほしぞらパーティー」香川照之 他
★お客様の人生心を込めて運びます

★認知症の祖母と向き合う家族と庭の「再生」の物語

お の で ら ふみのり

「タクジョ」小野寺史典

「やがて訪れる春のために」はらだみずき

その他新着図書
お おたけ いこ

・
「これからの男の子たちへ」太田啓子

ひがしかわ と く や

あおやま な な え

・
「谷根千ミステリ散歩」 東 川 篤哉 ・
「みがわり」青山七恵
さ の ひろみ

ほんじょう ま さ と

・
「彼女が天使でなくなる日」寺地はるな ・
「わたしが消える」佐野広実

てらち

・
「あかり野牧場」 本 城 雅人

おおやまじゅんこ

ふかみどり の わ き

・
「猫弁と星の王子」大山 淳子

・
「この本を盗む者は」 深 緑 野分

なかまさひろ

つきむらりょうえ

・
「無駄花」中 真 大

・
「白日」月村 了衛

はんざわ な お き

い け い ど じゅん

いぶき ゆ き

・
「犬がいた季節」伊吹有喜
せ と う ち じゃくちょう

・
「わかれ」瀬戸内 寂 聴
なぎら

・
「半澤直樹アルルカンと道化師」池井戸 潤
・
「滅びの前のシャングリラ」凪良ゆう 他
※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

暮らしの情報館

２日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【竜島方面】

（集合：中央公民館前）

１６日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【保田川方面】

（集合：すこやか正面玄関前）

１８日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】

（中央公民館）＊ひなまつり工作

２５日（木）10:00～ 子育て広場イベント【えいごであそぼ！】

（中央公民館）＊あそびながら覚えちゃおう

２６日（金）13:00～ 乳児前期健診

（すこやか）＊対象児R2.7.1～R2.10.31生まれ

※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。

※相談はすべて無料・事前予約制です。
相談名

期日

時間

場所

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

４日（木）

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

心配ごと相談

１５日（月）

13:30～16:00

ボランティアセンター

社会福祉協議会
℡50-1174

成年後見制度に関する
巡回相談

１７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

１７日（水）

19:00～21:00

中央公民館

教育委員会
℡55-2120

税理士による無料相談

２４日（水）

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

登記相談
思春期相談

７日（日）中原病院（南房総市和田）

℡47-2021

予約・問合せ先

東条病院（鴨川市）

℡04-7092-1207

℡27-3636

１１日（木）館山病院（館山市）

℡22-1122

１４日（日）館山病院（館山市）

℡22-1122

平野眼科（館山市）

２１日（日）鋸南病院

℡55-2125

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303

２３日（火）鋸南病院

℡55-2125

石川外科内科クリニック（鴨川市）℡04-7092-5210

２８日（日）館山病院（館山市）

℡22-1122

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、変更となる場合があります。

☆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２月３日（水）です
○町県民税

収益金は学校の施設整備、図書の充実等に活用されます。

納期限（４期）

2月1日（月）

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113

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

○国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険料
納期限（７期）

※アルミ缶は小・中学校の収集場所で毎日回収しています。

2月1日（月）

なお、アルミ缶以外のものは回収できません。

◇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

６

