
平成３０年６月２０日発行：鋸南町総務企画課 ℡０４７０－５５－２１１１（代表） 住所：〒299-2192 安房郡鋸南町下佐久間３４５８ 

消防庁および気象庁では、全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）を使用した緊急地震速報伝達訓練を

実施します。緊急時の自動放送を正常に作動させる訓練であり、住民の皆さまが行動する必要はありません。

◇実施日時 ７月５日（木）１０：００頃 

◇内 容 町内３０か所に設置してある防災行政無線から、次の放送内容が一斉に放送されます。 

※鋸南町以外の地域でも、全国的に情報伝達訓練が実施されます。 

※放送内容は、変更する可能性があります。 

※Ｊ－ＡＬＥＲＴ（ジェイ・アラート）とは、地震・津波や武力攻撃などの災害時に国から 

送られてくる緊急情報を人工衛星などを利用して瞬時に情報伝達するシステムです。 

◇問合せ先 総務企画課 総務管理室 ℡５５－４８０１ 
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チャイム「こちらは、ぼうさいきょなんです。只今から訓練放送を行います。」 

チャイム「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。」 

※３回繰り返し 

「こちらは、ぼうさいきょなんです。」

「これで訓練を終わります。」チャイム

「甲冑ボランティア」募集します！ 
今年も下記の日程により、頼朝まつりを開催します。地域の皆さんのご協力のもと、イベントを 

盛り上げていくため、甲冑ボランティアを募集します。自薦他薦問いません。 

◇日  時 １０月７日（日） 

      １３：３０～ 

◇場  所 道の駅きょなん 

 ◇募集人員 男性（大人） ２０代～４０代   ７名 

       女性（大人） ２０代～４０代   ２名 

       子ども（１２０cm～１４０cm） １０名     

◇内  容 甲冑パフォーマンス 

◇締  切 ８月１日（水）

 ◇申込み・問合せ先  鋸南町源頼朝観光推進実行委員会事務局 

            地域振興課 まちづくり推進室 ℡５５－１５６０ 

＊応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。

また、雨天荒天の場合、内容を変更して実施しますので、ご了承ください。 

～頼朝まつり～



暮らしの情報館 

安房３市１町とハローワーク館山が連携し、安房地域の人

手不足の企業と求職者のマッチングイベントを開催します。 

 事前申し込みは不要、希望者は採用面接可能。雇用保険受

給中の方は、求職活動実績にカウントされます。 

◇日  時 ７月２７日（金） 

１３：３０～１７：００ 

      （受付開始 13：００～） 

◇会  場 館山市コミュニティセンター 

◇対  象 安房地域のお仕事を探している方 

◇内  容 各企業（２０社程度）ブースでの企業

説明、個別採用面接など 

◇参加方法  

参加申込書に必要事項を記入の上、当日会場まで

お持ちください。 

※申込書は役場ロビー、ハローワーク館山で配布。 

館山市ホームページからもダウンロードできます。 

◇問合せ先 

 ハローワーク館山 ℡２２－２２３６ 

 または 

館山市雇用商工課 ℡２２－３１３６ 

２ 

サル生息状況等調査のおしらせ 
ニホンザルによる被害の軽減および適正な管理に向け、千葉

県ではニホンザルの生息状況調査（ルートセンサス調査）を実

施します。 

地域にお住まいの皆さま方におかれましては、当事業に対す

るご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

聞き取り調査に伺います。ご協力お願いいたします。 

◇実施主体 千葉県 環境生活部 自然保護課 鳥獣対策班 

◇目的 ルートセンサス調査によるニホンザル加害群の生息

状況把握 

◇期間 ７月１日～７月３１日 

◇ルートセンサス調査の内容 

７月中に調査員が対象地域にお伺いし、対象地域を車で走行

しながらサルの出没や被害状況等について聞き取り調査を行

い、同時にサルの痕跡や目撃があれば記録していきます。 

◇問合せ先  

○千葉県環境生活部自然保護課鳥獣対策班 

℡０４３－２２３－２１０７ 

○株式会社野生動物保護管理事務所（県業務受託事業者） 

  担当 川村 輝 ℡０４２－７９８－７５４５ 

センターでは、事業主からの来所、電話、メールによ

る一般的な相談の他、希望に応じ個別訪問による相談支

援を行います。 

また、地域の隅々にまで支援を広げるため、商工会議

所・商工会における出張相談会や、商工会議所等と連携

した事業主向けセミナーの開催を予定しています。 

～こんな方におすすめ～ 

○生産性をあげて残業時間を減らしたい… 

○「働き方改革」に対してどう対応すればいいのか… 

○人材不足解消のために非正規雇用労働者の処遇を改

善したい 

◇支援の内容 

① 来所、電話、メールでの個別相談 

② 商工会議所等でのセミナー、出張相談 

③ 専門家の訪問による助言、提案、相談 

◇施設概要 

千葉働き方改革推進支援センター 

千葉市中央区新田町６－６ 荒井ビル３階Ａ室 

相談時間 月曜～土曜 ９：００～１７：００ 

（祝祭日・年末年始を除く） 

℡０４３－３０４－６１３３ 

Fax０４３－３０４－６１３１ 

hk12@mb.langate.co.jp

勝山地区
祭礼のおしらせ 

７月１４日（土）は、勝山地区祭礼です。

役場に屋台が一堂に集まり、合同祭礼（年番

引継ぎ式 １８：４５～１９：１５）が行わ

れますので、お誘い合わせのうえご来場くだ

さい。 

勝山地区内では、神輿、御船、屋台の引き

回しが行われます。通行の妨げになるととも

に危険ですので、前日および当日は周辺の路

上に車両を駐車しないようお願いします。

勝山地区合同祭礼役員会



暮らしの情報館 

３ 

【男のための！！ヨガ教室】開催！！ 

中央公民館主催教室として、「男のためのヨガ教室」 

を開催します。 

初めての方大歓迎！ 

最初はかたいからだもだんだんやわらかくなります！ 

無理せずゆっくりヨガを楽しんでください。 

◇ 日  程  ７月１８日～８月８日毎週水曜日 

    １９：００～２１：００ 全４回 

◇ 場  所  中央公民館 ２階 和室 

◇ 対  象  男性のみ一般成人 

◇ 定  員  ２０名 （先着順） 

◇申込期間 ７月２日（月）～７月１３日（金） 

※土・日を除く 

◇ 参加費  無料 

◇ 講  師  ヨガインストラクター 東 千恵先生 

◇ 持ち物  ヨガマット（なければバスタオル） 

タオル・飲み物 

◇申込み先 中央公民館 ℡５５－４１５１ 

子ども医療費助成受給券
が変わります

８月１日から、子ども医療費助成受給券が新しい

ものに変更となります。有効期間が１年間になりま

すので、現在お手元にある受給券は全て新しいもの

へ切り替えが必要です。 

 つきましては、次の日程で交換手続きをしていた

だきますようお願いいたします（後日個別に通知し

ます）。 

◇期  間 ７月３０日（月）～８月１０日（金） 

  ８：３０～１７：１５ 

◇場  所 保健福祉総合センターすこやか 

◇持 ち 物 現在お持ちの受給券（古いものがある

場合はすべてご持参ください） 

◇問合せ先 保健福祉課 健康推進室  

℡５０－１１７２

①犬のしつけ方教室（事前予約制） 

基礎講座 ※飼い犬は同伴できません。 

◇開 催 日 7 月 5日（木）、8月2日（木） 

◇時  間 １０：００～１２：００ 

（受付９：３０～１０：００） 

◇受 講 料 無料 

◇募集人員 先着20名 

②犬のしつけ方教室（事前予約制） 

実技講座 ※飼い犬と同伴です。 

◇開 催 日 7 月 5日（木）、8月2日（木） 

◇時  間 １３：００～１５：００ 

（受付１２：３０～１３：００） 

◇受 講 料 ３０００円（消費税別） 

◇募集人員 3組以上１０組まで 

◇問合せ先 ℡０４３－２１４－７８１４ 

※実技講座は（公財）千葉県動物保護管理協会が開催 

します。 

③パピークラス（予約制） 

※生後6か月齢くらいまでの飼い犬と同伴です。 

職員から子犬の飼い方しつけ方を学び模範的飼

い主を目指します。 

◇開 催 日 参加する日程時間等はお問合せ後に 

調整させていただきます。 

◇受 講 料 無料 

参加者募集

７月～９月 

④一般譲渡会  

センターの成犬・成猫を譲渡します（無料）。 

※譲渡の条件についてはホームページ等で事前に 

ご確認ください。 

◇開 催 日 7 月１９日（木）、8月１１日（土） 

◇時  間 ９：３０～１２：００ 

（受付９：００～９：３０） 

直接受付時間にお越しください。 

※受付時間に遅れると参加できません。 

⑤飼い主さがしの会（事前予約制） 

犬猫の欲しい方、あげたい飼い主さんとの出会いの 

場です。 

◇開 催 日 7 月 7日（土）、８月４日（土） 

◇時  間 ９：３０～１１：００ 

（欲しい方  受付9：００～ 9：３０ 

（あげたい方 受付９：３０～１０：００） 

※受付時間に遅れると参加できません。 

◇開催場所・問合せ先  

千葉県動物愛護センター 

富里市御料７０９－１ 

      ℡０４７６－９３－５７１１ 

      （８：３０～１７：１５） 

9月 ６日（木）、9月２９日（土）

9月1日（土）



４ 

～ 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 

◇実 施 日 ７月５日（木） 

◇時間・場所 １０：００～１１：４５ 役場 

１３：４５～１６：００ すこやか 

◇問 合 せ 先 保健福祉課 福祉支援室 

       ℡５０－１１７２ 

次回は、７月４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 ７月１０日（火） 

      １０：００～１５：００ 

◇場 所 法青会館（館山市北条１４９１） 

◇相談内容 税金全般に関すること 

◇予約締切 ６月３０日（土） 

◇予約・問合せ先  

千葉県税理士会館山支部  

担当：長谷川 ℡２３－４１３２ 

町報６月号でお知らせした骨粗しょう症検診は 

７月１２日（木）  

９：００～ ９：５０ すこやか

  １１：００～１１：５０ 鋸南町役場  

で予定通り実施します。 

忘れずに受診してください。 

◇問合せ先 保健福祉課 ℡５０－１１７２ 


