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直接医療機関に申し込み、接種を受けてください。予診票・説明書は医療機関窓口でお渡しします。 

◇対 象 者 鋸南町に住民登録をしている  

①６５歳以上の方  

②６０～６４歳で心臓・腎臓・呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に著しい 

障害のある方（接種前に申請が必要です） 

◇費 用 自己負担  

※各医療機関で決められた金額から町負担分（１，５００円）を引いた額を医療機関の窓口で 

お支払いください。なお、生活保護世帯の方は自己負担が免除されます。 

◇接種を行う医療機関  

原則として、安房医師会に所属する鋸南町・館山市・南房総市・鴨川市の医療機関 

詳細はお問い合せください。 

※安房地域外での接種を希望される場合は、事前に手続きが必要となりますのでご連絡ください。 

◇接種期間 １０月１日（月）～１２月３１日（月）※医療機関の休診日は除く 

◇持 ち 物 自己負担金、健康保険証 

◇問合せ先 保健福祉課 健康推進室 ℡５０－１１７２ ＦＡＸ５５－４１４８ 

 

町では、ふるさと納税として「鋸南町豊かなまちづくり基金」事業を行っています。 

町外在住で１０，０００円以上「ふるさと納税」制度により鋸南町へ寄付をされた方に対し、地元企業や事業

者が生産をしている鋸南町の特産品をお礼の品として進呈しております。 

現在、３６種類の返礼品が用意されていますが、さらに多くの特産品をご提供いただき、本町への寄付促進と

地元特産品のＰＲ、販売促進及び地域産業活性化につなげるために、協力企業・事業者を次のとおり募集します。 

◇募集するお礼の品 

町内で栽培、製造、加工、販売、サービス等が行われているもので、 

次のいずれかの要件に該当するもの 

①鋸南町の特産品として広く認められているもの 

②鋸南町の魅力を「体験できる」「懐かしんでいただける」もの 

③その他、鋸南町のＰＲにつながる商品やサービス 

◇現在登録されている特典品例 

  ・お米  ・お酒  ・はちみつ  ・果物 

・フルーツジャム ・干物 ・花 ・焼菓子詰合せ 

  ・宿泊券（民宿、旅館等） ・体験チケットや利用券（ダイビング、手打ちそば） など 

◇応募・問合せ先 総務企画課 企画財政室 ℡５５－４８０１  

 
登録されている 

お礼の品の一例 
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鋸南幼稚園 入園について 
平成３１年度入園受付をします。幼稚園への入園を希

望される方は、次のとおりお申込み下さい。 

◇入園該当者 

 ①年長児 平成２５年４月２日から 

      平成２６年４月１日生まれの幼児 

      （現在鋸南幼稚園に入園していない幼児） 

②年少児 平成２６年４月２日から 

     平成２７年４月１日生まれの幼児 

※該当する幼児には教育委員会から入園願いを送付

しますので、必要事項を記入、押印の上、幼稚園ま

たは教育委員会にご提出ください。 

◇申込期限 １１月２２日（木）～１２月１３日（木） 

 

 

 

 

 

 

◇申込み・問合せ先 鋸南幼稚園 ℡５５－２３２１ 

 

『一日体験入園』を行います。 

１１月１６日（金）１０：００～１１：００ 

該当される方には直接通知します。 

英語を取り入れた保育も行っています。 

食生活改善推進員・ 

保健推進員を募集します！ 

食育や食生活改善、疾病予防や健康づくりなど保健

事業に協力していただく、食生活改善推進員・保健推

進員を募集します。健康づくりに関心のある方、地域

でのボランティア活動に興味のある方、ご応募おまち

しています。 

◇募集期間 ９月２５日（火）～１０月１９日（金） 

◇募集人数 各１０名程度 

◇応募資格 鋸南町民で、健康づくりに熱意のある方 

◇募集方法 保健福祉課へ電話等でお申し込みくださ

い 

◇申込み・問合せ先 保健福祉課 健康推進室 

℡５０－１１７２（土日祝除く） 

 

地域おこし協力隊とは、人口減少や高齢化等の進

行が著しい地域において、都市部等の人材を誘致し、

その定住・定着を図ることで、地域力の維持・強化

を目指す取組です。 

今回、町内で活動する４名の地域おこし協力隊の

活動への理解ならびに地域連携を推進するため、活

動報告会を次のとおり開催します。 

ぜひお気軽にお越しください。 

◇日  時 １０月２５日（木） 

１４：００～１５：２０ 

◇場  所 鋸南町役場 ３階大会議室 

◇問合せ先 総務企画課 企画財政室  

℡５５－４８０１ 

「地域おこし協力隊」 

活動報告会を開催します 

消防署鋸南分署 工事のお知らせ 
館山消防署鋸南分署では、現在庁舎の改修工事を実施し

ています。期間は、平成３１年３月２０日までとなります。 

工事期間中は、同敷地内の仮設事務所で業務を行いま

す。駐車場の閉鎖、騒音の発生や工事車両の出入り等、来

庁される皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご

協力をお願いします。 

◇問合せ先 安房郡市消防本部 ℡２２－２９０２ 

鋸南町体育協会主催ゴルフコンペを今年も開催し

ます。皆様のご参加をお待ちしています。 

◇日  時 １０月２４日（水）  

８：００現地集合 ９：０３スタート 

◇場  所 コスモクラシッククラブ 

◇プレー代 ６，０００円 

（食事・ワンドリンク付／セルフ） 

     ※別途参加費 ２，０００円 

◇競技方法 

・１８ホールストロークプレー（新ペリア方式） 

・ＪＧＡ規定による（ローカルルール優先） 

・競技終了後、各自スコア提出のこと 

◇主  催 鋸南町体育協会ゴルフ部 

◇申込期間 １０月１６日（火）まで 

◇申込み・問合せ先 Ｂ＆Ｇ海洋センター  

℡５５－４４１１ ※月曜日休館 

 

第２６回 

 鋸南町親睦ゴルフコンペ 

 

 ハロウィンジャンボ宝くじは 

１等・前後賞合わせて ５億円！ 
今年もハロウィンジャンボミニと同時発売

（２０１８年新市町村振興宝くじ） 

★この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい

まちづくりに使われます。 

発売期間 １０月１日（月）～１０月２３日（火） 

抽 選 日 １０月３０日（火） 

発売単価 １枚３００円  
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近年、鋸南町では、ヤマビルを媒介するシカやイノシシなどの生息頭数の増加に伴い、佐久間地域を中心に

ヤマビルの生息が確認され、草刈り作業やハイキングなどの入山時に被害を受ける可能性もあり、今後も生息

域の拡大が懸念されます。 

そこで、一般財団法人環境文化創造研究所内ヤマビル研究会 代表 谷重和さんをお呼びしてヤマビルの生

態と防除についてご講演をいただきます。 

ヤマビルの被害対策に係る知識の習得及び技術の普及を図り、被害の拡大を抑制することを目指して、研修

会を開催しますので、ぜひご参加ください。 

◇日  時 １０月１８日（木）１３：３０～１６：００（１３：００開場） 

◇場  所 中央公民館 １階 多目的ホール 

◇内  容 講演「ヤマビルの生態とその防除対策について」 

      一般財団法人 環境文化創造研究所内 ヤマビル研究会 代表 谷 重和 氏 

◇主  催 鋸南町・鋸南町有害鳥獣対策協議会 

※参加無料・事前申込は不要です。 

◇問合せ先 地域振興課 農林水産振興室 ℡５５－４８０５ 
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ゴミのポイ捨 てはやめましょう 
町では、環境美化推進に関する条例を制定し、ポイ捨て禁止の看板の設置や不法投棄監視員

によるパトロールを行うなど、ゴミのポイ捨て防止につとめております。しかしながら、人目

のつきにくい場所や道路沿いでは、コンビニの袋・空き缶・ペットボトルなどのゴミのポイ捨

てが多く見受けられます。清潔で美しい町を維持していくためにも、ゴミのポイ捨ては絶対に

しないように心がけましょう。皆様のご協力をお願いいたします。 

◇問合せ先 建設水道課 建設環境室 ℡５５－２１３３ 

 

 

 

 

種目 時間 場所 内容 

ラジオ体操・ストレッチ ９：００～９：３０ サッカー場 準備体操 

①みんなで玉入れ競争 

②みんなで綱引き 
９：３０～１１：００ サッカー場 

参加者全員で運動会の定番種目

を楽しみます 

体力チェック サッカー場 

体育館 他 

あなたの体力年齢は？ 

チャレンジランキング鋸南 

お昼休憩（１２：００～１３：００）※各自昼食をご用意ください。お弁当の販売も予定 

③靴とばし競争 

④徒競走 
サッカー場 

個人参加型種目。 

まちの No.1 決定戦。 

ボクシングでエクササイズ 

 

武道場 エクササイズでよい汗をかこう 

ドッジボール大会 体育館 小学生高学年対象 

サッカー大会 サッカー場 中学生以上対象 

グランドゴルフ 野球場 子どもから高齢者まで体験可能 

 

町民みんなで健康づくり ２０１８町民運動まつり 開催決定！ 

１０月はスポーツ月間です。町民が一堂に会し、楽しく交流しながら 1 日、気持ちの良い汗をかきましょう。

昨年は悪天候のため実施できなかった新種目に再挑戦！家族そろって参加してください♪ 

◇日時  １０月２１日（日）開会式９時～  

◇会場  鋸南町Ｂ＆Ｇ海洋センター    勝山サッカーフィールド 

※雨天時は実施できる種目のみ行います。 

◇主催 ２０１８町民運動まつり実行委員会 ◇問合せ先 Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡５５－４４１１ 
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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 １０月４日（木）、１１月１日（木） 

      １２月６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 １０月４日（木）、１１月１日（木） 

      １２月６日（木） 

◇時  間 １３：００～１５：００ 

（受付１２：３０～１３：００） 

◇受 講 料 ３，０００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 

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 １０月１１日（木）、１０月２７日（土） 

      １１月１０日（土）、１１月２９日（木） 

      １２月１３日（木） 

◇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 １０月６日（土）、１１月３日（土） 

      １２月１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） 

 

１０月～１２月 
 

母親大会は、「生命を生み出す母親は、生命を育て、生命を守ることをのぞみます」をスローガンに、母性

を持つ女性の様々な願いを集め、その実現を目指す話し合いの広場です。住みよい安房の地域づくりを目指し

て開催して２４回目であり、初めて鋸南町での開催となります。男女、未婚既婚、世代は関係なく誰でも参加

できるイベントです。 

◇日  時 １０月１３日（土）１３：３０～１６：００ 

◇場  所 中央公民館 多目的ホール 

◇内  容 第１部 発言のひろば ①鋸南町の魅力 ②地域の問題など 

第２部 コンサートひろば 歌手・美地さんによるコンサート 

◇料  金 前売券５００円（電話予約可）、当日券７００円 ※チケット取扱店：宮沢書店、鴨川書店 

◇主  催 第２４回安房地域母親大会実行委員会   

◇問合せ先 実行委員・笹生 ℡０９０－２９３４－１０８８ 

＊保育みまもりします。 

 

第２４回安房地域母親大会 美地コンサート 
「歌は、あらゆる壁を越えて」開催！ 
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さまざまな事情から家庭で暮らせない子どもたちを家庭的な環境で養育する里親の役割と意義について考える

催しです。 

◇日  時 １０月１４日（日）１３：３０～１６：００ 

◇会  場 千葉県教育会館本館 ３０３会議室 

◇内  容 ○講演「ことばのチカラで自立する～大人とのかかわりの中で育むコミュニケーション能力～」 

＊講師 高取しづか（ＮＰＯ法人ＪＡＭネットワーク代表・「ことばキャンプ」主宰） 

○里親体験談とトーク 

◇定  員 １００名（申込み先着順） 

◇申込方法 事務局宛てに電話、ファックス、メールのいずれかでお申込み下さい。 

      ＊事務局 特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん 

      ℡・Fax ０４３－２０５－４０４６ ／ E-mail chiba.kodomo_ohendan@fuga.ocn.ne.jp 

◇問合せ先 千葉県児童家庭課 ℡０４３－２２３－２３２２ 

地域の中で、消費生活に関するサポート役として活躍していくための基礎知識を身に付けませんか。 

◇日  時（2 日間受講）※時間は変更になる場合があります。  

1 日目 １０月２０日（土）１０：３０～１６：１０ 

2 日目 １０月２１日（日）１０：００～１５：４５ 

◇会  場 千葉県消費者センター（JR 京葉線・武蔵野線 南船橋駅から徒歩 10 分） 

◇講  師 弁護士、消費生活相談員ほか 

◇内  容 消費生活トラブルの現状、消費者の自立と法律、地域の見守り活動について 他 

◇定  員 ５０人（申込多数抽選） 

◇申込方法 参加者全員の郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号を記入して郵送。ファクス、Ｅメール可 

◇締め切り １０月９日（火）必着 

◇申込み・問合せ先 

千葉県消費者センター 〒２７３－００１４ 船橋市高瀬町６６－１８ 

℡０４７－４３１－３８１１ ／ Fax ０４７－４３１－３８５８  

E-mail 188c8@mz.pref.chiba.lg.jp   千葉県消費者センターで検索 

 

借金やヤミ金融被害のことでお悩み・お困りの方を対

象に、弁護士や司法書士、警察官などによる無料相談会

を開催します。一人で悩まずに、まずはご相談ください。 

◇日  時 １０月２７日（土）  

１０：００～１６：００ 

（受付は１５：００まで） 

◇会  場 館山市役所４号館（館山市北条４０２） 

◇定  員 １０人（申込先着順） 

◇申込方法 電話にてお申込みください。 

◇募集開始 ９月２０日～ 

◇申込み・問合せ先 千葉県くらし安全推進課  

℡０４３－２２３－２２７１ 

 

「法の日」週間を迎えて 
 ～法を身近に感じてみよう～ 

「法の日」は、国民の皆さんに、法の役割や重要性

について考えていただくきっかけになるようにと、

昭和３５年、政府によって、「国をあげて法の尊重、

基本的人権の擁護、社会秩序の確立の精神を高める

ための日」として定められました。 

裁判所、法務省、検察庁及び弁護士会では、１０

月１日からの１週間を「法の日」週間とし、毎年、

各種の行事を実施しています。 

 各地の裁判所の行事は、裁判所ウェブサイト

（http://www.courts.go.jp/）や、各地の裁判所の

総務課でご案内しています。ぜひご参加いただき、

法や裁判所を身近に感じてください。 

 



 

よ 

 
  

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） 

 

１３：００～１５：３０ 

◇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 
 

 

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 １０月１６日（火） 

１０：００～１５：００ 

◇場 所 法青会館（館山市北条１４９１） 

◇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 

 

 

次回は、１０月３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。 

 

千葉県行政書士安房支部会では、次のとおり行政書士相

談を実施します。 

◇日  時 １０月１９日（金） 

１０：００～１２：００ 

     １３：３０～１６：３０ 

◇場  所 館山市コミュニティセンター 第１学習室 

◇相談内容  

相続・遺言・成年後見・離婚など権利義務に関する手続

き、車庫・農地・建設・風俗・入管など官公署へ提出す

る書類の作成、法務・行政手続きなど 

◇申込期間 １０月１６日（火）まで 

◇申込み・問合せ先 千葉県行政書士会安房支部  

担当：福原 ℡３８－４１５５ 

 

 

 

 

・庭木の剪定・枝打ち・伐採 
・草とり・草刈 
・遺品の整理・片付け、処分・掃除 

☆困ったことは、まずはご相談下さい 
電話 ０４７０－５５－２３４４ 

定休日 木曜日 

行政書士による無料相談 

９：３０～１２：００ 

～ 有 料 広 告 欄 ～ 

暮 ら し の 情 報 館  

 千葉司法書士会館山支部では、次のとおり無料法律相

談を実施します。 

◇日 時 １０月３日（水）  

１０：００～１２：００ 

１３：００～１５：００ 

（１組あたり１時間、要予約） 

◇場 所 館山市菜の花ホール※完全予約制 

◇相談内容 不動産登記、相続・遺言、成年後見など 

◇予約期間 ９月２５日（火）～９月２８日（金） 

１０：００～１５：００ 

◇予約・問合せ先 庄司事務所 ℡４７－４２７７ 

６ 


