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今年も小中学生を対象に標語を募集したところ、次のとおり入選作品が決定しました。暑さに負けず、この夏

も「あいさつ」と「早寝・早起き・朝ごはん」を忘れずに実行しましょう。 

 

■あいさつ運動最優秀作品（中央公民館前の看板に掲示） 

 

■あいさつ運動優秀作品 

■早寝・早起き・朝ごはん優秀作品（小、中学校の看板に掲示） 

 

青少年育成鋸南町民会議・鋸南町生徒指導推進協議会・鋸南町教育委員会 

市町村交通災害共済加入者募集

交通災害共済は、県市町村総合事務組合と県内市町

村で実施する安心な制度です。８月は一斉加入月間で

す。家族揃ってご加入ください。 

◇対象者／町の住民基本台帳に記載されている方 

※保育所・幼稚園・小・中学校で集団加入している 

 方は、重複して加入できません。 

◇共済期間／９月１日（木）～令和５年８月31日（木） 

◇会費／700円 ※お釣りのないようにお願いします。 

 

◇受付日時／８月１日（月）～31日（水）まで 

午前８時30分～午後５時15分 ※土日祝日除く 

◇受付場所／役場 ２階 総務企画課 

 保健福祉総合センター「すこやか」 

 ※年度途中の加入も可能です。９月１日以降は総務

企画課で随時受け付けます。 

◇問合せ先／総務企画課総務管理室 ℡55-4801 

「あいさつ運動」「早寝・早起き・朝ごはん」標語優秀作品発表！ 

編集・発行：鋸南町役場総務企画課      

〒299-2192千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458 

令和４年７月20日発行 ℡0470-55-2111㈹ 



２ 

町政報告会の開催 

 町政の現状をお知らせするため、「町政報告会」を開催します。多くの方のご参加をお待ちしております。 

◇開催日程 

◇開催時間／午後７時～８時30分（予定） 

◇内容／町政報告・意見交換 

◇問合せ先／総務企画課総務管理室 ℡55-4801

 ※新型コロナウイルスの感染状況により 

日時等変更する場合があります。                                   

 

場面に応じてマスクの適切な脱着を

厚生労働省及び県から次のとおりマスク着用の考え方が示されました。基本的な感染防止対策を行いつつ、さ

まざまな状況に応じて柔軟に対応していただくための目安としてご利用ください。 

 ２ｍ以上の距離が確保できる ２ｍ以上の距離が確保できない 

屋内※ 屋外 屋内※ 屋外 

会話を行う 〇着用を推奨 ×着用の必要なし 〇着用を推奨 〇着用を推奨 

会話をほとんど行わない ×着用の必要なし ×着用の必要なし 

※外気の流入が妨げられる建物の中、公共交通機関の中など 

夏場はマスク着用により、皮膚からの熱が逃げにく

くなったり、気がつかないうちに脱水になるなど、熱

中症のリスクが高まります。 

 屋外などでマスクを着用しない場合でも引き続き、

基本的な感染対策を継続しましょう。 

 屋内でマスクを着用する場合でも、熱中症のリス

クが高い場合は、エアコンや扇風機、換気により、温

度や湿度を調整して暑さを避け、こまめに水分補給

しましょう。 

８月   

開催日 対象地区 会場 

２日(火) 両向 両向青年館 

４日(木) 本郷 本郷コミュニティセンター 

９日(火) 田町 田町コミュニティセンター 

23日(火) 竜島 竜島区民会館 

25日(木) 町 町コミュニティセンター 

30日(火) 内宿 内宿青年館 

   

９月   

開催日 対象地区 会場 

１日(木) 仁浜 仁浜コミュニティセンター 

６日(火) 岩井袋 岩井袋第１コミュニティセンター 

８日(木) 大崩 大崩公民館 

15日(木) 上佐久間 
老人福祉センター「笑楽の湯」 

20日(火) 中佐久間 

22日(木) 本郷浜 本郷浜コミュニティセンター 

27日(火) 中道台 中道台コミュニティセンター 

29日(木) 芝台 芝台青年館 

10月   

開催日 対象地区 会場 

４日(火) 中原 中原コミュニティセンター 

６日(木) 本郷上 本郷上公会堂 

11日(火) 大帷子下 大帷子下コミュニティセンター 

13日(木) 大帷子上 大帷子上公民館 

18日(火) 元名 元名青年館 

20日(木) 江月 江月コミュニティセンター 

25日(火) 吉浜 吉浜コミュニティセンター 

   

11月   

開催日 対象地区 会場 

１日(火) 大六 大六コミュニティセンター 

８日(火) 

小保田 

市井原 

横根 

鋸東コミュニティセンター 



３ 

新型コロナワクチンの４回目接種

４回目の新型コロナワクチン接種を開始しています。

３回目接種から４か月を経過した方に必要書類を順次

送付しています。４回目接種ができる対象かどうかは、

同封の案内を確認してください。 

 

それ以外の方は、今後、対象になる可能性があります

ので、書類の保管をお願いします。 

現在、国で定められている接種期間は９月30日までの

ため、希望する方は、早めのご予約をお願いします。 

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡55-1002 

笑って楽しく頭と身体を動かす会・健幸ポールウォーキング～８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、検温、手洗い・手指消毒、マスクの着用、会場の換気にご協力ください。 

◇笑って楽しく頭と身体を動かす会        ◇健幸ポールウォーキング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のお薦め  ～熱中症注意！涼しいお部屋で読書生活～ 

●ムーミン大好き特集～／「ムーミン谷のなかまたち」全３巻 「それからどうなるの？」 

「さびしがりやのクニット」「ムーミンやしきはひみつのにおい」トーベ・ヤンソン 

●香りで万象を知る女性《香君》の物語～／「香君」上下 上橋菜穂子 

●2022年全国課題図書 小学生用12冊入荷～／「りんごの木を植えて」大谷美和子他 

●第167回直木賞候補作～／「爆弾」呉勝浩  

その他新着図書 

・「眼球達磨式」澤大知 ・「ワカレ花」けんご ・「博士の長靴」瀧羽麻子 ・「世界は「」で沈んでいく」櫻いいよ  

・「朱色の化身」塩田武士 ・「シェア」真梨幸子 ・「ピンク色なんかこわくない」伊藤朱里 ・「風の港」村山早紀  

・「夏が破れる」新庄耕 ・「今、出来る、精一杯。」根本宗子 ・「古本食堂」原田ひ香 ・「ファズイーター」深町秋生 

・「生きベタさん」釈徹宗・細川貂々 ・「渚の螢火」坂上泉 ・「戦をせんとや生まれけむ」若木未生  

・「生命を守るしくみオートファジー」吉森保 ・「「木」から辿る人類史」ローランド・エノス  

児童本  

・「ぼくはキリン」 さとうたくま  

※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 

団体名 開催日 時 間 

小保田すいせんの会 ３日 13：30～ 

鋸東睦会 19日 10：00～ 

笑はっはの会 ２日 13：30～ 

中佐久間元気クラブ 12日 9：30～ 

富士見クラブ 24日 13：30～ 

ミモザの会 18日 11：00～ 

町３区の会 17日 13：30～ 

すこやか教室 1、8、22日 13：30～ 

 

活動場所 開催日 時 間 集合場所 

保田中央海岸 ２日 
9：00～ 

保田中央海岸駐車場 

鱚ヶ浦・大六海岸 16日 中央公民館 

※雨天の場合中止します。 

◇問合せ先／地域包括支援センター ℡50-1172 



４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） 

６日（土）8:30～ 味わいハイキング199【真夏の宝石ブルーベリー狩りハイキング】 （集合:保田駅） 

２０日（土）7:30～ 中学校ＰＴＡ奉仕作業                      （鋸南中学校）       

 ２６日（金）12:45～ 乳児後期健診【対象児R３.10.1～R４.1.31生まれ】            (すこやか) 

企画展【道化の刻 小島鐵男展】９月４日（日）まで                  （菱川師宣記念館） 

４ 

暮 ら し の 情 報 館  

相談名 期日 時間 場所 予約・問合せ先 

登記手続案内 
毎週火曜日・ 

木曜日 

09:00～12:00 

13:00～16:00 

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  １日（月） 14:00～16:00 安房保健所(館山市北条) 
安房保健所 

℡22-4511 

税理士による無料相談  ９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 １６日（火） 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 
１７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 

家庭教育相談オアシス ２５日（木） 18:00～20:00 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。 

７日（日）東条病院（鴨川市）       ℡04-7092-1207 

１１日（木）館山病院（館山市）       ℡22-1122     

１４日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

      花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303 

２１日（日）鋸南病院            ℡55-2125     

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303 

２８日（日）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

※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。 

☆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８月３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。 

※雨天時は中止します。 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。 

○町県民税 

納期限（２期）       ８月31日（水） 

○固定資産税 

納期限（２期）       ８月１日（月） 

○国保・後期高齢者・介護保険料 

納期限（１期）       ８月１日（月） 

納期限（２期）       ８月31日（水） 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

税務収納室 ℡55-2113 

      保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 

 


