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千葉銀行 役場派出所の 

営業時間が変わります 

９月26日から町税や保険料等の収納業務を行って

いる千葉銀行鋸南町役場派出所の営業時間が変更と

なります。 

◇変更前／午前９時から午後３時 

◇変更後／午前10時から午後３時 

※開庁時間のうち上記以外の時間は、会計管理室で   

取り扱います。 

◇問合せ先／会計管理室 ℡55-2114 

 

就業構造基本調査にご協力ください 

 10月１日現在で就業構造基本調査が実施されます。 

この調査は、就業・不就業の状態を調査し、就業構

造を明らかにするために行われるもので、各種行政施

策の立案のための基礎資料として活用されます。 

調査員が調査対象世帯を訪問しますので、調査への

ご理解とご協力をお願いします。 

※調査員は、写真入りの調査員証を携帯しています。 

◇対象地区／竜島の一部 

◇回答方法／インターネット、郵送または調査員へ 

調査票を提出 

◇問合せ先／総務企画課企画財政室 ℡55-4801 

 

９月11日は警察相談の日 

警察では、犯罪被害の未然防止や皆さんの安全に関

する相談に対応するため、県警察本部や各警察署で警

察総合相談窓口を開設しています。 

ご相談は、警察相談専用電話または警察署へお電話

ください。 

◇問合せ先／県警察本部相談サポートコーナー 

℡043-227-9110（全国共通短縮ダイヤル＃9110) 

 館山警察署 ℡23-0110 

 

 

危険物取扱者試験・受験者講習会 

【試験】 

◇試験日／11月20日（日） 

◇場所／県立館山総合高等学校 

◇受験料／甲種6,600円 乙種4,600円 丙種3,700円 

◇願書受付／（一財）消防試験研究センター千葉支部 

◇受付期間／ 

（電子申請）９月13日（火）～10月３日（月） ※24時間対応 

（書面申請）９月16日（金）～10月６日（木） ※土日祝日除く 

【受験者講習会】 

◇講習日／10月20日（木） 

◇場所／館山市コミュニティセンター 

◇受講料／6,500円（テキスト代2,800円含む） 

 ※乙種第４類の問題集は別売り1,700円です。 

◇受付期間／９月20日（火）～10月７日（金）※土日祝日除く 

【願書配布・講習会受付場所】 

安房郡市消防本部予防課（館山市北条）・鋸南分署 

◇問合せ先／安房郡市消防本部予防課 ℡22-2234 

（一財）消防試験研究センター千葉支部 ℡043-268-0381 

 

猫を飼われている方へ  

 ①室内で飼いましょう 

  外で飼うことは交通事故や感染症など猫自身への

危険が多くあります。トイレや眠れる場所など、生活

しやすい環境を整え、室内で飼うようにしましょう。 

 ②野良猫へのエサやりはやめましょう 

野良猫にエサを与えるとその場に居つくように

なり、糞尿による衛生面での被害や繁殖すれば子猫

もその場に居つくことも考えられます。むやみにエ

サを与えないようにしましょう。  

◇問合せ先／建設水道課建設環境室 ℡55-2133 
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ちばサイクルール（自転車に乗るときのルール）

 ①車道の左側を走ろう 

 ②歩いている人を優先しよう 

③ながら運転はやめよう 

④交差点では安全確認しよう 

⑤夕方からライトをつけよう 

交通事故の発生状況 

館山警察署管内及び町内の交通事故発生件数と負傷者数は、昨年と比べ減少しています。 

◇事故の特徴／・車両同士の事故が全体の８割を占

め、前方不注意や安全不確認による追突、出合い頭

衝突の事故が全体の約４割を占めています。 

・第１当事者と死傷者の年齢層は、ともに65歳以上の 

高齢者が全体の約３割となっています。 

◇事故に遭わないために／自転車では、県自転車    

安全利用ルールの「ちばサイクルール」を守り、

急な飛び出しなどの危険な運転はやめましょう。 

また、歩行者は夜間出歩く際に、目立つ服装や  

反射材を身につけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇問合せ先／館山警察署 ℡23-0110

らくらくスマートフォン教室 

らくらくスマートフォン教室を開催します。スマ 

ートフォンの機種は問いません。この機会にスマー

トフォンの操作を学習しませんか。 

◇時間／午前９時30分～10時30分 

◇場所／中央公民館 講座室 

◇募集人数／10人 

◇参加費／無料 

◇講師／ドコモショップ館山店 

◇持ち物／スマートフォン 

◇申込み・問合せ先／中央公民館 ℡55-4151 

勝山学園納涼大会の開催時期変更 

地域の皆さんとの交流を目的に開催している納涼

大会は、今年度から時期を変更して開催します。 

◇開催日／11月３日（木） 

今年度は、両向地区の小学生を対象とし、安全・

安心なお祭りを目指しています。 

◇名称の変更／開催時期の変更に伴い、名称を「かっ

ちゃま祭」に改めました。 

◇問合せ先／東京都勝山学園 ℡55-0541 

 

 

 

 

ＢＡ.５対策強化宣言発令中 

８月31日まで 

 冷房中の室内でも定期的に換気するなど、基本的

な感染対策の徹底をお願いします。 

 また、夏休み期間は、帰省や旅行などで普段会わな

い人と会う機会も増えます。感染リスクの高い行動

や場面を避けるなど、気をつけて過ごしましょう。 

交通事故の発生状況（６月末現在） 

 館山署管内 町内 

  令和４年 令和３年 令和４年 令和３年 

人身事故 110件 137件 ７件 11件 

死者数 １人 １人 ０人 ０人 

負傷者数 143人 158人 11人 13人 

月 日 区分 学習内容 

９ 14日（水） 入門編 はじめてのスマートフォン 

21日（水） 文字入力をマスターしましょう 

28日（水） インターネットを楽しみましょう 

10 ５日（水） 基本編 電話登録をしてみましょう 

19日（水） メールをしましょう 

26日（水） カメラを使ってみましょう 

11 ２日（水） 応用編 アプリを使ってみましょう 

９日（水） マップを使ってみましょう 
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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～９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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今月のお薦め  夏休み後半、お家で楽しく読書生活！ 
●第167回直木賞・芥川賞受賞作品 早くも入荷～ 

《芥川賞》「おいしいごはんが食べられますように」高瀬隼子 

《直木賞》「夜に星を放つ」窪美澄 ※直木賞候補作品全て入荷 

「スタッフロール」深緑野分 「絞め殺しの樹」河﨑秋子 「女人入眼」永井紗耶子 

●緊迫するウクライナ情勢を知るための１冊～「物語 ウクライナの歴史」黒沢祐次 

●全身がんの医者が始めた「死ぬ準備」～「逝き方上手」石蔵文信 

●2022年映画化 市立船橋高校吹奏楽部の実話～「20歳のソウル」中井由梨子 

その他新着図書 

・「生者のポエトリー」岩井圭也 ・「黄金旅程」馳星周 ・「流転」笹本稜平 ・「ミウラさんの友達」益田ミリ 

・「ミーツ・ザ・ワールド」金原ひとみ ・「ひとりでカラカサさしていく」江國香織 ・「女性失格」小手鞠るい 

・「情熱の砂を踏む女」下村敦史 ・「掃除婦のための手引き書」「すべての月、すべての年」ルシア・ベルリン 

・「80歳の壁」和田秀樹 ・「ヒノマル」古市憲寿 ・「渚のリーチ！」黒沢咲 ・「ウェルカム・ホーム！」丸山正樹 

・「幸村を討て」今村翔吾 ・「夏の体温」瀬尾まいこ ・「宙ごはん」町田そのこ ・「タイミングの科学」乾信之 

・「なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない」東畑開人 ・「『色のふしぎ』と不思議な社会」川端裕人 

・「ゾウが教えてくれたこと」入江尚子 ・「馬琴の大夢 里見八犬伝の世界」信多純一 

※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  団体名 開催日 時 間 

田町福寿会 
５日 13：30～  

 
笑はっはの会 ６日 10：00～ 

19日 10：00～ 田子の会 15日 10：00～ 

浜げんき会 ８、22日 13：30～  中佐久間元気クラブ ９日 9：30～ 

芝台いきいき会 14、28日 13：30～  富士見クラブ 28日 13：30～ 

中原あやめ会 16日 13：30～  ミモザの会 15日 11：00～ 

鋸東睦会 16日 10：00～  町３区の会 ７、21日 13：30～ 

本郷長寿会 22日 10：00～  エーフラ百寿会 ８日 13：30～ 

竜島さくら会 ８、15日 13：30～  すこやか教室 ５、12、26日 13：30～ 

ききょうの会 ９日 13：30～     

◇健幸ポールウォーキング 

活動場所 開催日 時 間 集合場所 

保田中央海岸 ６日 

9：00～ 

保田中央海岸駐車場 

勝山海岸 ８日 竜島区民会館前 

鱚ヶ浦・大六海岸 20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 



１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） 

３日（土） 9:00～ 味わいハイキング200【鎌倉古道と忘却の富津道と鹿野山を味わうハイキング】 （集合：JR佐貫町駅） 

３日（土） 8:45～ 鋸南中学校運動会                （鋸南中学校） 

８日（木）10:00～ 子育て広場イベント【子育てぱっくんアドバイス】 （中央公民館） 

１５日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】       （中央公民館） 

２２日（木）10:00～ 子育て広場イベント【お楽しみ箱】        （中央公民館） 

２３日（金） 9:00～ 鋸南幼稚園運動会                （鋸南幼稚園） 

２９日（木）10:00～ 子育て広場イベント【子ども服交換会】      （中央公民館） 

３０日（金）12:45～ 三歳児健診【対象児H31.2.1～R1.5.31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） 

※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。 
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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 

税理士による無料相談  ６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 

行政相談 ９日（金） 13:00～15:00 ボランティアセンター 
総務企画課総務管理室 

℡55-4801 

思春期相談 １２日（月） 14:00～16:00 
安房保健所 

（館山市北条） 

安房保健所 

℡22-4511 

弁護士相談 １４日（水） 13:00～15:00 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 
２１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 ２９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。 

４日（日）東条病院（鴨川市）       ℡04-7092-1207 

１１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 

１８日（日）鋸南病院            ℡55-2125 

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303 

１９日（月）富山国保病院（南房総市富山）  ℡58-0301 

      石川外科内科クリニック（鴨川市）℡04-7092-5210 

２３日（金）館山病院（館山市）       ℡22-1122 

      耳鼻咽喉科白幡医院（館山市）  ℡22-0381 

２５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９月７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。 

 

○固定資産税 

納期限（３期）       ９月30日（金） 

○国保・後期高齢者・介護保険料 

納期限（３期）       ９月30日（金） 

◇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 

 


