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１ 

保健福祉課と食生活改善協議会では、「乳和食でおいしく減塩～牛乳が大変身！？～」

をテーマに、地区伝達講習会を開催します。牛乳を調味料やだしのかわりに使うと、不

思議なことに牛乳っぽさが消えて、うまみが増えておいしい料理に変身します！塩分控

えめ・カルシウムたっぷりのお料理をぜひ体験しに来てください。他地区への参加も可

能です。男性の参加も大歓迎です♪ 

また、講習会参加者を対象に塩分摂取量を推定する尿検査を無料で 

実施します。ご希望の方は推進員または保健福祉課へご連絡ください。 

◇内  容 講話、調理実習（地区による）、試食 

◇献  立 高野豆腐の和風ハンバーグ、切り干し大根とひじきの煮物、味噌汁、 

練乳トリュフ 

◇持 ち 物 筆記用具、調理実習ありの場合はエプロン・三角巾 

味噌汁５０cc（塩分濃度を測定します。ご希望の方はお持ちください） 

尿検査をご希望の方は検体と問診票 

◇参 加 費 ３００円/人（食材料費として） 

◇申込期間 各開催日の１週間前まで（参加される地区をお伝えください） 

◇申込み・問合せ先  

保健福祉課 健康推進室 ℡５０－１１７２（土・日・祝日を除く） 

地区伝達講習会参加者を募集します

地 区 伝 達 講 習 会 予 定

開催日 時間 場所 地区 調理実習

1 ５月２３日（水） １１：００～１３：００ 竜島区民会館 竜島 なし

2 ６月　６日（水） １１：３０～１３：３０ 芝台青年館 芝台 なし

3 ６月　７日（木） １１：００～１３：００ 本郷コミュニティセンター 本郷・両向 なし

4 ６月　８日（金）   ９：３０～１３：００ 鋸東コミュニティセンター 小保田・市井原・横根 あり

5 ６月１３日（水） １０：００～１３：００ 町コミュニティセンター 町・内宿・仁浜 あり

6 ６月１４日（木） １０：００～１３：００ 田町青年館 田町 あり

7 ６月１８日（月） １０：００～１３：００ 老人福祉センター（笑楽の湯） 上佐久間・中佐久間・奥山・大崩 あり

8 ６月１９日（火） １０：００～１３：００ 岩井袋第１コミュニティセンター 岩井袋 あり

9 ６月２１日（木） １０：００～１３：００ 保健福祉総合センター（すこやか） 中道台・中原・本郷上 あり

10 ７月１９日（木） １１：００～１３：３０ 浜青年館 本郷浜 なし

11 未定 １１：００～１３：００ 大帷子下コミュニティセンター 大帷子下 なし

12 未定 １０：００～１３：００ 江月コミュニティセンター 江月 あり



２ 

暮らしの情報館 

勤務地 299-1901 千葉県鋸南町元名 442 
ビーチサイド温泉リゾートゆうみ 担当：薄井 0470-55-0123 

味わいハイキング１５８

６月の味わいハイキングは、安房から上総までの古道を歩くセミロングコースです。里山は緑したたる新緑か

ら初夏の装いに衣替えし、ハイカーの目を楽しませてくれます。少し早起きして、ハイキングを楽しみませんか。 

◇日  時  ６月９日（土） ６：３０集合  ＊雨天の場合 １１日（月） 

◇集合場所  道の駅保田小学校（二宮金次郎前） 

       車の方 保健福祉センター（すこやか）に車を止めてください。 

◇会  費  １，５００円（会費、昼食、保険代含む） 

◇持 ち 物  飲み物、保険証、雨具の用意    

◇案 内 人  川崎勝丸氏（千葉県山岳史研究会） 

◇コ ー ス  約２０キロのセミロングコースです。 

道の駅保田小学校７：００発→→大帷子→→下貫沢→→釜台→→梨沢分校→→鹿原→→不入斗→→ 

横山→→長崎→→白山神社→→更和→→上総湊駅１６：３０頃着予定  ※上総湊駅にて解散 

◇募集人数  ５０人 

◇申込期間  ５月２８日（月）８：３０～ ※定員になり次第締め切らせていただきます。 

 ※準備の都合上、前日及び当日のキャンセルは実費を負担していただきますので、ご了承ください。 

◇主  催  鋸南町味わいハイキング      

◇協  力  鋸南町 

◇申込み・問合せ先 地域振興課 まちづくり推進室 ℡５５－１５６０

６月は「動物の正しい飼い方推進月間」です。次のことに注意して、動物を適切に飼いましょう。

動物の正しい飼い方推進月間 

○飼っている動物の世話の方法やかかりやすい病気、周囲に迷惑をかけずにその動物の習性に合った飼

い方ができているかを再確認しましょう。 

○動物からうつる感染症を予防するため、過剰なふれあいは控え、動物にさわった後は必ず手を洗いま

しょう。 

○動物には、迷子札やマイクロチップをつけるなどして、災害時に放れてしまっても、飼い主がわかる

ようにしましょう。犬については、首輪等に登録鑑札と狂犬病予防注射済票をつけることが、狂犬病

予防法で義務付けられています。 

○犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制止できる人が短い引き綱で行いましょう。また、し

つけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけたりすることのないように

しましょう。 

○飼い犬が人をかんだ時は保健所へ届出し、かんだ犬が狂犬病の疑いが 

ないかどうか獣医師の検診をうけさせることが必要です。 

○猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声等による被害を防止でき、 

また、感染症や交通事故等の危険から猫を守ることができます。 

○飼っている動物の糞尿は、飼い主が責任を持って処理しましょう。 

○９１日齢以上の犬猫を合わせて１０頭以上飼う場合、保健所への届出が必要です。 

○災害時に、飼っているすべての動物と同行避難できるよう準備をしましょう。 

○適正に飼うことができない子犬・子猫を増やさないために、不妊去勢措置をしましょう。 

○やむを得ない事情によりどうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。保健所・

動物愛護センターでは新しい飼い主探しをお手伝いします。 

○愛護動物を虐待したり捨てたりすると、最大で１００万円の罰金が科せられます。 

○愛護動物を殺傷すると、最大で２年の懲役または２００万円の罰金が科せられます。 

◇問合せ先 安房健康福祉センター（保健所） ℡２２－４５１１ 

      鴨川地域保健センター      ℡０４－７０９２－４５１１ 



暮らしの情報館 

３ 

平成２８・２９年度に申し込まれている方、平成３０年度けんしん登録申込書で申し込み済みの方は、５月

中旬に受診のご案内をお送りしました。 

登録・申し込みされていない方で、平成３０年度に受診を希望する方は次のとおりお申し込みください。

◇追加申込受付期間 ３１年２月２８日（木）まで 

◇対 象 者 鋸南町に住民票を有する２０歳以上の女性 

◇検診日程 ６月１日（金）～３１年２月２８日（木） 

 ※検診日程は医療機関によって違いますので、詳細は申し込みの時にご確認ください。 

◇検診自己負担金 頸部 １，４００円、 頸体部 ２，５００円 

 結果通知に納付書を同封しますので指定の金融機関でお支払いください。 

◇検診医療機関 

 勝山クリニック、青木医院、亀田クリニック、貴家医院、清川医院、 

ファミール産院たてやま、亀田ファミリークリニック館山  

◇受診の手順 

電話で保健福祉課へお申し込み後、受診票を送付しますので、自宅に届いてから病院へ直接電話で

予約をしていただきます。 

◇申込み・問合せ先 保健福祉課 健康推進室 ℡５０－１１７２ 

受付時間 ８：３０～１７：１５（土・日・祝日を除く） 

◇試験日  １０月７日（日） 

◇受付期間 ７月２７日（金）まで 

◇等級   １級・２級・３級 

◇試験分野 人事・人材開発・労務管理、経理・財務管理、営業・マーケティング、生産管理、 

企業法務・総務、ロジスティクス、経営情報システム、経営戦略 

◇受験資格 特になし 

◇受験料  1 級 １０，０００円 、 ２級 ６，９９０円 、 ３級 ５，６６０円 

◇問合せ先 【受験について】  ビジネス・キャリア検定試験運営事務局 

℡０３－３２３３－６８１０ 

【試験会場について】千葉県職業能力開発協会 総務企画課 

℡０４３－２９６－１１５０ 

※試験内容の詳細は中央職業能力開発協会ホームページをご覧ください。 

参加企業を募集します！

◇日  時 ７月２７日（金）  

１３：３０～１７：００ 

◇会  場 館山市コミュニティセンター 

◇募集企業 ２０社程度 

◇内  容 各ブースでの個別面談・個別面接など 

◇申込方法 ハローワーク館山求人係にて申込受付 

◇受付期間 ６月１日（金）～６月１５日（金） 

◇主  催 館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町  

ハローワーク館山 

◇申込み・問合せ先 ハローワーク館山 求人係 

 ℡２２－２２３６／Fax２２－２２４１

◇注意事項  

○参加にあたっては、ハローワーク館山への求人票の提

出が必要です 

○提出済み企業については、当イベント用の求人「資

格・経験不問」「年齢不問」等、ご検討下さい。 

○個別に企業紹介資料を用意していただく予定です。 

○申し込み多数の場合は、業種・地域性等を考慮して 

抽選とさせていただきます。



一般社団法人千葉県猟友会が、初心狩猟者講習会を開催しています（受講は任意） 

講習会の詳細や申込み方法につきましては、下記問合せ先または千葉県猟友会ホームページをご覧ください。 

◇問合せ先  一般社団法人千葉県猟友会事務局 ℡０４３－２２２－６０３３ 

イノシシなどの有害鳥獣を捕まえるための「わな」を設置するには狩猟免許（わな猟免許）が必要となります。 

本年度は次の通り狩猟免許試験が実施されます。 

４ 

◇試 験会 場 【第１回～第４回、第６回～第８回】 

千葉県射撃場（市原市古敷谷２６２０番地）   ℡０４３６－９８－０３１４ 

【第５回】 

南房総市役所（南房総市富浦町青木２８番地） ℡３６－４１１４ 

◇申請書配布  安房地域振興事務所 地域環境保全課     ℡２２－８７１１ 

        地域振興課 農林水産振興室           ℡５５－４８０５ 

◇申請書受付  安房地域振興事務所 地域環境保全課     ℡２２－８７１１ 

（９：００～１２：００、１３：００～１７：００） 

有害鳥獣捕獲の新たな担い手を確保するため、わな猟免許の新規取得に要した経費を助成します。 

◇補助対象経費及び補助金額 

①初心者狩猟講習会受講料 ３０，０００円以内  

②狩猟免許試験申請費用   ５，２００円 

◇問合せ先 地域振興課 農林水産振興室 ℡５５－４８０５

暮らしの情報館 

＝狩猟免許取得促進事業補助金のご案内＝ 

＝初心者狩猟講習会のご案内＝ 

※①申請の受付時間は、９：００～１２：００ 及び １３：００～１７：００です。 

※②同一試験日における併願受験はできません。 

※③申請の受付については、受付期間中であっても、定員に達し次第終了します。 

 ※医師の診断書については、有効期限が診断日から１年間有効となっています。 

  また、銃砲刀剣類所持等取締法の規定による所持許可を現に受けている方は、診断書を添付する必

要はありませんが、所持許可証の提示をお願いします。 

＝狩猟免許試験のご案内＝ 

次数
申請受付期間

（土日祝日を除く）※①
試験期日 試験の種類※② 定員数※③

第１回 6月　１日（金）～　６月　８日（金） 　　　６月２３日（土） わな猟 １２０名　

第２回 6月　４日（月）～　６月　８日（金） 　　　６月２４日（日） 第一種銃猟 ８０名　

第３回 6月　１日（金）～　７月２０日（金） 　　　８月　９日（木） 網猟・わな猟 １２０名　

第４回 ６月　４日（月）～　７月２０日（金） 　　　８月１０日（金） 第一種銃猟・第二種銃猟 ８０名　

第５回 ６月　１日（金）～　８月　３日（金） 　　　８月２６日（日） わな猟 １００名　

第６回 １０月　４日（木）～１０月１２日（金） 　　１１月　３日（土） 網猟・わな猟 １２０名　

第７回 １０月　５日（金）～１０月１２日（金） 　　１１月　４日（日） 第一種銃猟・第二種銃猟 ８０名　

第８回
１０月　４日（木）～
　　　　　　　３１年　１月１１日（金）

３１年　２月　３日（日） わな猟 １２０名　



暮らしの情報館 

５ 

千葉県では、県民の日を記念して、様々なイベントが

開催されるとともに、県内の施設や観光スポットで、無

料開放や割引が実施されます。鋸南町では、次の施設が

対象となります。 

☆笑楽の湯  （℡５５－８８３０）

◇日 時 ６月１５日（金） １０：００～１６：００ 

（入浴の受付は１５：３０まで） 

◇内 容 千葉県在住の方を対象に、入浴料無料 

☆菱川師宣記念館 （℡５５－４０６１） 
◇日 時 ６月１５日（金） ９：００～１７：００ 

（入館は１６：３０まで）  

◇内 容 千葉県在住の方を対象に、入館料無料 

☆Ｂ＆Ｇ海洋センター （℡５５－４４１１） 

◇日 時 ６月１５日（金） 

◇内 容 千葉県在住の方を対象に、プールを無料開放 

☆勝山サッカーフィールド 
一般社団法人鋸南クロススポーツクラブ 

  ℡５５－３７１４ 

◇日 時 ６月１５日（金）９：００～１７：００ 

◇内 容 施設の無料開放 ※要予約 

～事業主の皆さん～ 

◇実施期間 ４月～７月 

◇重要事項

①アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示

が必要です。 

②学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシ

フトを適切に設定しましょう。 

③アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があり

ます。 

④アルバイトに、商品を強制的に購入させることはで

きません。また、一方的にその代金を賃金から控除

することもできません。 

⑤アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損

害賠償額等を定めることや労働基準法に違反する減

給制裁はできません。 

～アルバイトの皆さん～ 

こんなことで困っていませんか？ 

○お店が忙しくて休憩がもらえません。 

○学校のテストがある日もシフトを入れられてしま

います。 

○開店の準備や片付けの時間の給料がもらえません。 

○店長から食事に行こうとしつこく誘われます。 

○売れ残った商品を買い取れと言われます。 

○代わりを見つけないとバイトを辞めさせてもらえ

ません。 

おかしい！と思ったら相談しましょう。 

労働条件相談ほっとライン  

℡０１２０－８１１－６１０ 

月～金 １７：００～２２：００ 

土・日  ９：００～２１：００ 

※事業主からの相談も受け付けています。

労働保険料の申告・
納付はお早めに

年度更新の手続きは、平成２９年度の概算保険料を

清算する「確定申告」と平成３０年度の見込み保険

料（概算保険料）を申告するものです。 

申告・納付は、当局労働保険徴収課、各労働基準監

督署または最寄りの金融機関を通じて、お早めに手

続きしてください。 

なお、保険料の申告には電子申請を、納付には口座

振替を利用すると便利です。 

◇問合せ先 千葉労働局労働保険徴収課 

      ℡０４３－２２１－４３１７ 

期間は６月１日（金）から７月１０日（火）まで 

事業主のみなさまへ

千葉県税の納付は“役場窓口”
をご利用ください

自動車税など全ての千葉県税は、役場窓口で納付する

ことができます。そして、皆様から納めていただいた 

県税納付額の２％が県から町に交付されます。 

特別な手続きはなく、納付書で納めることができます

ので、ぜひ役場窓口をご利用ください。 

《取扱窓口》■役場本庁１階 会計管理室 

《取扱日時》月曜日～金曜日（祝日を除く） 

      ８：３０～１７：１５ 

《対 象 税》自動車税、個人事業税、法人事業税、 

法人県民税、不動産取得税など 

■すこやか 町民サービスコーナー

１０：００～１２：００ 

１３：００～１７：００ 

１８：００～２１：００ 



６ 

～ 有 料 広 告 欄 ～

町公式ホームページのバナー広告も募集しています。 

詳しくは以下へお問合せください。 

 ◇問合せ先 総務企画課 企画財政室 ℡５５－４８０１ 

次回は、６月６日（水）です。
◇回収場所 各地区の指定回収場所 

◇回収品目 新聞・チラシ 

◇時 間 ７：００～９：００ 

※収益金は学校の施設整備、図書の充実等に活用さ

れます。 

地域の皆様のご理解、ご協力をお願いします。 

千葉地方法務局館山支局では、次のとおり予約制の 

登記に関する相談を行っています。 

◇日  時 毎週 火曜日・木曜日（祝日を除く） 

      9：３０～１５：３０ 

◇場  所 千葉地方法務局館山支局 

◇相談内容 相続による所有権移転登記や住宅ローン

完済による抵当権抹消登記などの不動産

登記に関する相談 

◇予約・問合せ先 千葉地方法務局館山支局 

         ℡２２－０６２０

登記相談(予約制) 

暮らしの情報館 

千葉県税理士会館山支部では、予約制の無料税金相談

会を開催します。 

◇日 時 ６月１２日（火） 

      １０：００～１５：００ 

◇場 所 千葉県税理士会館山支部 

 （館山市北条１４９１ 法青会館３階大会議室） 

◇相談内容 税金全般に関すること 

◇予約・問合せ先  

千葉県税理士会館山支部  

担当：長谷川 ℡２３－４１３２ 

チャリティー

入場無料
網代やすお 歌謡の集い

日時 ６月３日（日）９時３０分開演 

場所 鋸南町立中央公民館（多目的ホール） 
１．発表の部 

２．歌唱大会（審査有） 

  課題曲 Ａ頼朝桜 Ｂぶきっちょおやじ 

３．網代やすお歌謡ショー 

踊り：松実流松実会・藤実流社中・房清流社中 

後援 鋸南町社会福祉協議会 千葉鋸南日本花の会 

主催 網代やすお音楽事務所  ５５－０７４７ 


