
 

 

 

 

 

悪質商法対策の講演 

いきいき学級では、詐欺被害を未然に防ぐため身近

に潜む悪質商法の対処法を学びます。ぜひ一緒に勉強

しませんか。 

◇日時／12月９日（水）午前10時～11時30分 

◇場所／中央公民館 １階 多目的ホール 

◇内容／①館山警察署による講演「身近に潜む悪質商法」 

②ハンドベルの会「フェアリー」による演奏 

◇申込期限／12月４日（金） 

※送迎バスを運行しますので、利用を希望される方は

お知らせください。 

◇申込み・問合せ先／中央公民館 ℡55-4151 

 

ごみの野焼きはやめましょう 

ごみの野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」により一部の例外を除き、禁止されています。

ごみを処分する際は、分別をして集積場に出すか、大

谷クリーンセンターへ搬入し適正に処理をしてください。 

◇野焼き禁止の例外／ 

①公共団体が施設の管理を行うために必要なもの 

 例：河川管理者が河川管理のために行う焼却 

②災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの 

 例：火災予防訓練時の模擬火災に伴う焼却 

③風俗慣習上または宗教上の行事を行うためのもの 

 例：どんど焼き等地域行事に伴う焼却 

④農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないもの 

 例：農業者が農地管理のために行う焼却 

⑤たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの 

 例：風呂炊きやバーベキュー等に伴う焼却 

例外として認められている場合でも、風向きや燃や

す量、時間等に注意し、必要最小限にとどめてください。 

焼却に伴い発生した煙や臭いにより、日常生活に支

障が生じた場合は、指導や罰則の対象となります。 

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 

鋸南町農業祭の中止 

毎年１月に開催している農業祭は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため中止します。 

◇問合せ先／地域振興課農林水産振興室 ℡55-4805 

 

友好都市・辰野町物産展 

今年は保田小学校開校記念祭に併せて開催します。

友好都市辰野町の特産品をぜひ味わってください。 

◇日時／12月12日（土）午前９時～午後３時 

◇販売物／りんご、おやき、はちみつ、えごま油他 

◇場所／都市交流施設・道の駅保田小学校 

◇問合せ先／地域振興課まちづくり推進室 ℡55-1560 

 

 

 

 

運動不足を解消する健康講座 

運動不足になっている身体を楽しく動かしませんか。 

◇日時／①12月14日（月）午後１時30分～３時30分 

  中央公民館 １階 多目的ホール ※室内履き持参 

 ②12月21日（月）午後１時30分～３時30分 

  田町コミュニティセンター 

◇講師／県障がい者スポーツ協議会会長 中島
なかじま

一郎
いちろう

氏 

※参加前の体温測定、マスクの着用にご協力ください。 

◇申込み・問合せ先／地域包括支援センター ℡50-1172 

 

子宮頸がんの予防接種 

希望する方は、有効性とリスクを理解した上でお申

し込みください。 

◇対象者／町に住民登録がある平成16年４月２日～

21年４月１日生まれの女子（小学校６年生～高校１

年生相当） 

◇料金／無料 

◇申込み先・接種場所／勝山クリニック ℡55-2138 

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡50-1172 
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笑って楽しく頭と身体を動かす会～12月予定～ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加前の体温測定、マスクの着用にご協力ください。会場は換気

し、人との距離が十分にとれる場合には、適宜マスクをはずしましょう。

雑損控除個別相談会 

台風で住宅や家財等に被害を受けた方を対象に所

得税等を軽減する雑損控除の相談会を開催します。

また、電子申告を利用するためのIDとパスワードの

発行をあわせて行いますので、本人確認書類（運転免

許証等）をお持ちください。 

◇日時／12月３日（木）午前９時～午後３時 

◇場所／中央公民館 ２階 講座室 

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113 

 

献血にご協力お願いします 

◇日時／12月７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」 

◇問合せ先／保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 

 

 

２ ２ 

団体名 開催日 時 間 場 所 

田町福寿会 
７日 13：30～ 

田町コミュニティセンター 
21日 13：30～ 

小保田すいせんの会 ２日、16日 13：30～ 小保田コミュニティセンター 

町３区の会 ※１ ２日、16日 13：30～ 仁浜区コミュニティセンター 

浜げんき会 10日、24日 13：30～ 本郷浜区コミュニティセンター 

芝台生き生き会 ９日 13：30～ 芝台青年館 

中原あやめ会 18日 13：30～ 中原コミュニティセンター 

鋸東睦会 11日 10：00～ 鋸東コミュニティセンター 

本郷長寿会 18日 10：00～ 本郷区コミュニティセンター 

竜島さくら会 10日 13：30～ 竜島区民会館 

ききょうの会 11日 13：30～ 本郷上公民館 

笑はっはの会 １日 10：00～ 奥山公民館 

中佐久間元気クラブ ４日 ９：30～ 中佐久間公民館 

富士見クラブ 23日 13：30～ 大帷子下コミュニティセンター 

ミモザの会 17日 11：00～ 大崩公民館 

すこやか保田教室 
７日、14日 13：30～ 保健福祉総合センター「すこやか」 

21日（気功）※２ 13：30～ 保健福祉総合センター「すこやか」 

すこやか勝山教室 
７日（ウォーキング） 13：30～ 役場正面玄関前 ＊雨天中止 

21日（健康講座） 13：30～ 田町コミュニティセンター 

ポールウォーキングしましょう会 17日 13：30～ 保健福祉総合センター「すこやか」玄関前 ＊雨天中止 

※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 



３ 

修理業者を探している方へ 

台風で住宅が被害を受け、修理を依頼する工務店を探

している方を対象に、（一社）全国木造建設事業協会千葉

県協会に登録している県内工務店を紹介します。 

◇申込締切／12月25日（金） 

◇電話相談窓口／℡0120-029-289 

◇問合せ先／総務企画課復興支援室 ℡28-5525 

 

防水シートによる屋根の簡易修繕 

屋根が被災した住宅で資金不足等の理由により本格

的な修理ができない方を対象に、（一社）全国木造建設事

業協会千葉県協会では、防水シートによる簡易修繕を行

っています。 

◇申込締切／12月25日（金） 

◇申込み・問合せ先／総務企画課復興支援室 ℡28-5525 

（一社）全国木造建設事業協会千葉県協会  

℡0120-029-289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災住宅修繕支援制度の申請締切 

台風で住宅が被害を受けた方を対象とした修繕支援制

度の申請は12月25日（金）が期限です。申請がお済みで

ない方は早めの申請をお願いします。 

【申請手続き】 

◇提出書類／申請書類、修繕前の写真、業者見積書、罹

災証明書 

※見積書がない場合、仮申請を行うことで申請期限を

延長できます。詳しくはお問合せください。 

◇問合せ先／総務企画課復興支援室 ℡28-5525 

 

台風被災相談窓口の開設 

◇日時／平日（水曜日を除く）の午前９時～午後４時 

◇場所／役場 １階 復興支援室 

◇相談内容／住宅の応急修理に関すること等 

◇問合せ先／総務企画課復興支援室 ℡28-5525 

 

 

今月のお薦め            

★千葉が舞台の本Part３ Part１で紹介した本の第２・３弾 

・「風車の見える丘」、「月光浴」旭
ひの

爪
つめ

あかね ・「恋とポテトと文化祭」、「恋とポテトとクリスマス」神戸
こうべ

遥真
はるま

 

★老いても元気に！！特集 

 ・「老～い、どん！」樋口
ひ ぐ ち

恵子
け い こ

           ・「やばい老人になろう」さだまさし 

・「老いてこそデジタルを。」若宮
わかみや

正子
まさこ

       ・「老いの練習帳」外山
とやま

滋比古
し げ ひ こ

 

・「90歳セツの新聞ちぎり絵」木村
きむら

セツ 

★怒涛のシリーズ・シリーズ完結本         ★生誕150年の今読むべき傑作評伝 

「光狩りの王」三・四巻 日向
ひなた

理恵子
り え こ

        「子規の音」森
もり

まゆみ 

★人生を希望に変える３篇の物語          ★読書メーター読みたい本ランキング第１位 

「海とジイ」藤岡
ふじおか

陽子
ようこ

               「ただいま神様当番」青山
あおやま

美智子
み ち こ

 

★芭蕉の句を読み解きながら日本語の豊かさ、生き方、老いと死の迎え方を伝える名エッセイ 

 「わたしの芭蕉」加賀
か が

乙彦
おとひこ

 

その他新着図書 

・「なぜ僕らは働くのか」池上
いけがみ

彰
あきら

    ・「風と双眼鏡、膝掛け毛布」梨木
なしき

香
か

歩
ほ

 ・「あがない」倉数
くらかず

茂
しげる

 

・「これはミステリではない」竹本
たけもと

健治
けんじ

  ・「ツキノワグマのすべて」小池
こいけ

伸
しん

介
すけ

  ・「ニキ」夏木
なつき

志
し

朋
ほ

 

・「謎のカラスを追う」中村
なかむら

純夫
すみお

     ・「考えるナメクジ」松尾
まつお

亮太
りょうた

     ・「同姓同名」下村
しもむら

敦史
あつし

 

・「人の暮らしを考えた植物の科学戦略」黒 栁
くろやなぎ

正典
まさのり

 ・「風を結う」あさのあつこ      ・「僕の神さま」芦沢
あしざわ

央
ゆう

 

※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 



１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） 

１０日（木）10:00～ 子育て広場イベント【子育てアドバイス】   （中央公民館）＊自閉症のおはなし 

１５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） 

１７日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】     （中央公民館）＊クリスマスのお楽しみ会 

２３日（水）     鋸南幼稚園２学期終業式           （鋸南幼稚園） 

２５日（金）     鋸南小学校・中学校２学期終業式       （鋸南小学校・中学校） 

２５日（金）13:00～ 乳児後期検診                （すこやか）＊対象児R2.2.1～R2.5.31生まれ 

２８日（月）     鋸南保育所第２保育期終了          （鋸南保育所） 

※開催中       文化祭展示【鋸南幼稚園・小学校・中学校】  （中央公民館）＊12月14日（月）まで 

           「房総を描き続けて 溝口七生展」      （菱川師宣記念館）＊令和３年１月24日（日）まで 

※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。 

４ 

暮 ら し の 情 報 館  

相談名 期日 時間 場所 予約・問合せ先 

登記相談 
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 

思春期相談 ０３日（木） 14:00～16:00 
安房健康福祉センター 

（館山市北条） 

安房健康福祉センター 

℡22-4511 

無料法律相談 ０５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 

税理士による無料相談 ０８日（火） 10:00～15:00 
法青会館 

（館山市北条） 

千葉県税理士会館山支部 

℡23-4132 

心配ごと相談 １０日（木） 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 
１６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 １６日（水） 19:00～21:00 中央公民館 
教育委員会 

℡55-2120 

 

※相談はすべて無料・事前予約制です。 

６日（日）花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303   東条病院（鴨川市）       ℡04-7092-1207 

１３日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122    

２０日（日）鋸南病院            ℡55-2125   花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303 

２７日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122   勝山クリニック         ℡55-2138 

３０日（水）鴨川市立国保病院（鴨川市）   ℡04-7097-1221 亀田ファミリークリニック館山（館山市）℡20-5520 

３１日（木）館山病院（館山市）       ℡22-1122  

☆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 12月２日（水）です 

収益金は学校の施設整備、図書の充実等に活用されます。

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 

※アルミ缶は小・中学校の収集場所で毎日回収しています。

なお、アルミ缶以外のものは回収できません。 

○国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険料 

 納期限（６期）       12月25日（金） 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

税務住民課税務収納室 ℡55-2113 

保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 


