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ちば障害者等用駐車区画利用証（パーキング・パーミット）制度
公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画を障害のある方、介護が必要な高齢者、妊産婦、
けが人など歩行が困難な方が利用しやすくなるよう利用証を交付します。
◇対象者／日常生活で、障害などを理由に歩行が困難な方（障害者、難病患者、高齢者、妊産婦、けが人など）
◇対象場所・利用方法

障害者等用駐車区画を
利用できます。

車外から見えるように、利用証を
ルームミラーにかけてください。
◇申請方法／【郵送による申請】申請書と必要書類を県健康福祉指導課へ郵送
【窓口での申請】申請書と必要書類を保健福祉課窓口へ持参

申請書は保健福祉課窓口に
設置しています。

※利用証は、対象となる人が運転または同乗している場合のみ対象場所で有効となります。
◇問合せ先／保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 県健康福祉指導課（千葉市中央区市場町1-1）℡043-223-3924

被災住宅修繕支援制度の
完了報告期限・相談窓口

新型コロナワクチンの３回目接種
新型コロナワクチンの２回目の接種が終了した方
を対象に、３回目の接種を行います。３回目の接種時

令和元年房総半島台風などによる被災住宅修繕支

期が近づきましたら、接種券を送付しますので、接種

援制度の完了報告期限は、12月24日（金）です。手

券が届いた方からワクチン接種を受けてください。

続きが完了していない方は早めの書類提出をお願い
します。

接種時期・医療機関など、詳しくは決まり次第お知

【相談窓口】

らせします。

◇日時／平日（水曜日を除く）の午前９時～午後４時

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室予約案内係 ℡55-1002

※火・金曜日は事前予約が必要です。
◇場所／役場 ３階 建設水道課建設環境室

鋸南町新型コロナウイルス感染症
事業者支援金

◇相談内容／住宅の応急修理に関することなど
◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133

新型コロナウイルス感染症事業者支援金の申請を
令和４年１月31日（月）まで受け付けています。希望

確定申告されている商工業者

される事業者の方は、お早めに申請してください。

及び農漁業者が対象です。

詳しくは、町ホームページをご覧ください。
◇問合せ先／地域振興課まちづくり推進室 ℡55-1560

１

高齢者インフルエンザ予防接種
費用助成期間の延長

たつの特産品フェア
道の駅保田小学校開校記念祭に併せ「たつの特産

高齢者を対象としたインフルエンザ予防接種費用

品フェア」が開催されます。友好都市・辰野町の特

の一部助成期間を令和４年１月31日（月）まで延長します。

産品をぜひ味わってください。

接種をご希望の方は、お早めに指定医療機関へお

◇日時／12月11日（土）午前９時～

申し込みください。

※なくなり次第終了

◇助成額／1,500円（生活保護受給者は全額助成）

◇場所／都市交流施設・道の駅保田小学校

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡50-1172

◇販売物／りんご、おやき、はちみつ他

辰野町イメージ
キャラクター
「ぴっかりちゃん」

◇問合せ先／地域振興課まちづくり推進室 ℡55-1560

子宮頸がんの予防接種
総合検診・施設健診
結果説明会（相談会）

子宮頸がんは、HPV（ヒトパピローマウイルス）の
感染が原因と考えられています。接種をご希望の方
は、お申し込みください。

総合検診・施設健診結果説明会（相談会）を開催し

◇対象者／町に住民登録がある平成16年４月２日～

ますので、ご希望の方は予約してください。

21年４月１日生まれの女子（小学校６年生～高校

◇開催日／11月30日（火）
、12月３日（金）
、６日（月）
、

１年生相当）

14日（火）
、17日（金）
、20日（月）
、22日（水）
、

◇料金／無料

令和４年１月12日（水）
、18日（火）

◇申込み先・接種場所／勝山クリニック ℡55-2138

◇時間／午前９時～正午、午後１時～４時の間で希

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡50-1172

望する時間（１人あたり30分程度）
◇場所／保健福祉総合センター「すこやか」２階

献血の実施

◇持ち物／検診結果

新型コロナウイルス感染症の影響により献血協力

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室予約案内係 ℡55-1002

者が減少しており、輸血用血液が不足しています。皆
さまのご協力をお願いします。

自衛隊員募集
高等工科学校生・自衛官候補生

◇日時／12月６日（月）午後１時30分～４時
◇場所／保健福祉総合センター「すこやか」

■高等工科学校生

◇問合せ先／保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172

技術的な知識・能力を育成する学校

冬の交通安全運動
その一杯 愛車も走る凶器に 早変わり

◇応募資格／中卒（見込含）で17歳未満の男性

12月10日（金）から19日（日）まで、冬の交通安全

◇試験日／１次試験／令和４年１月22日（土）ま

◇受付期間／令和４年１月14日（金）まで

たは23日（日）

運動が実施されます。

２次試験／令和４年２月５日（土）

この時期は、お酒を飲む機会が増え、飲酒運転に起

■自衛官候補生

因する交通事故の発生が心配されます。交通事故の
発生防止のため、次のことに注意しましょう。

陸・海・空自衛官になる一般的なコース

・自動車で飲食店に行く場合は、ハンドルキーパー

◇応募資格／18歳以上33歳未満の者
◇受付期間／随時募集中です。詳しくは千葉地方

(お酒を飲まず運転する人)を決めておきましょう。

協力本部ホームページをご確認ください。

・夜間に外出する際は、明るい色の服を着用し、反射

◇応募・問合せ先／自衛隊千葉地方協力本部

材や懐中電灯などを身に着けましょう。

木更津地域事務所 ℡0438-23-5734

◇問合せ先／総務企画課総務管理室 ℡55-4801

２

笑って楽しく頭と身体を動かす会・健幸ウォーキング～12月予定～
掲載のない教室の実施予定は、各教室のリーダーにお問い合わせください。また、新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため次のことにご協力ください。
（①検温 ②手洗い・手指消毒 ③マスクの着用 ④会場の換気）
また、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のでご注意ください。
団体名
田町福寿会（すこやか勝山）
小保田すいせんの会
浜げんき会
芝台生き生き会
中原あやめ会
鋸東睦会
友遊会
本郷長寿会
ききょうの会
笑はっはの会
中佐久間元気クラブ
富士見クラブ
ミモザの会
エーフラ百寿会
町３区の会
すこやか保田教室
すこやか勝山
竜島さくら会

開催日
20日
１、15日
９、23日
８、15日
17日
10日
８、22日
17日
10日
７日
10日
22日
18日
14日
１、15日
６、13日
20日
６日
９日

時 間
10：00～
13：30～
13：30～
13：30～
13：30～
10：00～
10：00～
10：00～
13：30～
10：00～
９：30～
13：30～
11：00～
13：30～
13：30～
13：30～
13：30～
13：30～
13：30～

内 容

場 所
田町コミュニティセンター
小保田コミュニティセンター
本郷浜区コミュニティセンター
芝台青年館
中原コミュニティセンター
鋸東コミュニティセンター
体操・脳トレ
中道台コミュニティセンター
本郷区コミュニティセンター
本郷上公民館
奥山公民館
中佐久間公民館
大帷子下コミュニティセンター
体操・作業（畑仕事・工作など） 大崩公民館
ポールウォーキング ※１ 岩井袋コミュニティセンター
仁浜区コミュニティセンター
体操・脳トレ
ポールウォーキング ※１
保健福祉総合センター「すこやか」
気功 ※２
ポールウォーキング ※１

役場正面玄関前
竜島区民館前

※１ ポールウォーキングは、雨天の場合中止します。
※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

今月のお薦め
あさい

★今月の絶対はずさない！プラチナ本。日本初のイコン画家／「白光」朝井まかて
あやせ

★息苦しい今を軽やかに越えゆく一歩を／「川のほとりで羽化するぼくら」彩瀬まる
しまもと り お

★道しるべになる言葉がきっとみつかる／「星のように離れて雨のように散った」島本理生
★かこさとし、幻の作品発見！／「秋」かこさとし

その他新着図書
こんどう ふ み え

すずき

おくだ あ き こ

・
「たまごの旅人」近藤史恵 ・
「僕の種がない」鈴木おさむ
はまぐちりんたろう

・
「ワラグル」浜口倫太郎

ちねん み き と

・
「硝子の塔の殺人」知念実希人

ゆうき

・
「クレイジー・フォー・ラビット」奥田亜希子
きたお

・
「犬と歩けばワンダフル」北尾トロ

ふかざわうしお

・
「仮面家族」悠木シュン

・
「翡翠色の海へうたう」深沢 潮

あしざわ ゆう

ながおか ひ ろ き

し ん ぽ ゆういち

・
「シークレット・エクスプレス」真保裕一

く さ か べ よう

・「神の悪手」芦沢 央 ・
「巨鳥の影」長岡弘樹 ・
「介護士Ｋ」久坂部羊 ・
「空飛ぶヘビとアメンボロボット」ディヴィッド・フー

新着児童本
むらかみ け ん じ

むらかみ

た な か てつ や

・「がっかり妖怪大図鑑」村上健司 ・「みんなのためいき図鑑」村上しいこ ・「オイモはときどきいなくなる」田中哲弥
※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
図書室の廃棄本や寄贈本を無料で提供します。
●日時／12月14日（火）～19日（日）午前９時～午後４時 ●場所／中央公民館 １階 ロビー

３

暮らしの情報館

２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）

７日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【佐久間方面】

（集合：笑楽の湯）

９日（木）10:00～ 子育て広場イベント【子育て・ぱっくんアドバイス】 （中央公民館）
１４日（火）

江戸グルメ紀行 おいしい浮世絵展

（菱川師宣記念館）＊令和４年２月27日まで

１６日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】

（中央公民館）

２１日（火）10:00～ ポールウォーキング教室【大崩方面】

（集合：佐久間ダム駐車場）

２４日（金）10:00～ サンタクロースが来るよ

（鋸南保育所）

13:00～ 乳児後期健診

（すこやか）＊対象児R3.2.1～R3.5.31生まれ

２５日（土） 9:30～ 味わいハイキング191【水仙の香りを楽しむハイキング】
（集合：役場）＊主催：味わいハイキング
※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

毎週火曜日・
木曜日

09:00～16:00

法律相談

４日（土）

10:00～12:00
13:00～15:00

中央公民館

ちば司法書士総合相談センター
℡043-204-8333

思春期相談

９日（木）

14:00～16:00

安房保健所
（館山市北条）

安房保健所
℡22-4511

家庭教育相談オアシス

９日（木）

19:00～21:00

中央公民館

教育委員会
℡55-2120

心配ごと相談

１５日（水）

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

１５日（水）

13:30～16:20

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

電話による
登記手続案内

場所

予約・問合せ先
千葉地方法務局館山支局
℡22-0620

※「税理士による無料相談」は、電話で相談を受け付けています。 千葉県税理士会館山支部 ℡23-4132

５日（日）中原病院（南房総市和田）
東条病院（鴨川市）

○国保・後期高齢者・介護保険料

℡47-2021
℡04-7092-1207

１２日（日）館山病院（館山市）

℡22-1122

１９日（日）鋸南病院

℡55-2125

納期限（６期）

12月27日（月）

◇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

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303
２６日（日）館山病院（館山市）

ＰＴＡ資源回収日は 12 月１日（水）です

℡22-1122

３０日（木）亀田ファミリークリニック館山（館山市）℡20-5520
鴨川国保病院（鴨川市）
３１日（金）館山病院（館山市）

収益金は学校の施設整備、図書の充実等に活用されま

℡04-7097-1221

す。ご理解・ご協力をお願いします。

℡22-1122

◇回収場所／各地区指定の回収場所

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、

◇回収品目／新聞・チラシ ◇時間／午前７時～９時

変更となる場合があります。

※アルミ缶は小・中学校の収集場所で毎日回収しています。

☆安房地域医療センター（℡25-5111）は、

なお、アルミ缶以外のものは回収できません。

毎日24時間体制で救急患者を受け入れています。

※雨天時は中止します。

４

