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鋸南町 二十歳を祝う会 

成年年齢を引き下げ後の成人式の名称を「鋸南町 

二十歳を祝う会」に決定し、現行のとおり20歳の方を

対象に開催します。 

◇日時／令和５年１月８日（日） 

午後２時～（受付：午後１時30分～） 

◇場所／中央公民館 

◇対象／平成14年４月２日～平

成15年４月１日生まれの方で、

町に住民票を有する方、または

鋸南中学校を卒業した方 

※町内の小中学校に在学していた方で、参加希望の     

方はご連絡ください。この他、特別な理由があれ  

ば参加を認める場合があります。 

 ※対象者には11月中旬に通知します。 

◇問合せ先／教育委員会 ℡55-2120 

 

ボッチャ体験会 

町健康づくり推進員協議会主催のボッチャ体験会

を開催します。 

ボッチャは、難しいルールはなく、激しいスポー

ツでもありません。子どもから大人まで一緒に楽し

めるスポーツです。どなたでも大歓迎ですので、お

気軽にご参加ください。 

◇日時／11月17日（木）午後１時30分～３時30分 

◇場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター 

◇服装・持ち物／マスク着用、動きやすい服装、室内    

履き、飲み物 

◇参加費／無料 

◇その他／体温を計測した上でご参加ください。 

 参加賞や上位チームへ景品があります。 

◇申込期間／10月24日（月）～11月４日（金） 

◇申込み・問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡55-1002 

 

マイナンバーカード出張申請受付 

マイナンバーカードの出張申請受け付けを実施し

ます。写真の撮影から申請手続きのすべてを町職員が

行います。まだお持ちでない方はご利用ください。 

【老人福祉センター】 

◇日時／11月８日（火）午後２時～３時 

◇場所／老人福祉センター 笑楽の湯 

【中央公民館】 

◇日時／11月15日（火）午後２時～３時 

◇場所／中央公民館 

◇持ち物／ＱＲコード付き個人番号カード交付申請

書、身分証明書（運転免許証、健康保険証等） 

※申請書が手元にない場合は、税務住民課へ事前に  

お問い合わせください。 

◇受け取り／申請から約１か月後に交付通知はがき

を自宅へ送付しますので、役場税務住民課に申請者

本人がお越しください。  

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

 

施設健診医療機関の追加 

35歳以上の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加

入している方、生活保護受給中の方は、年に１度健診

を受けることができます。生活習慣病のリスクを早い

段階で発見できる、医療費の節約につながるなどさま

ざまなメリットがあります。必ず受診しましょう。 

施設での受診期間は令和５年１月31日までです。直

接、施設健診医療機関に予約して受診してください。 

生活習慣病を治療中の方は検査結果連絡票の利用

をおすすめします。 

受診票等が手元にない方は保健福祉課（℡55-1002）

へご連絡ください。 

 ９月から次の医療機関が追加されました。 

清川医院  館山市北条1548  ℡23-7731  

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 
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首都圏大学連携鋸南プロジェクト 

「みんなで作る勝山模型」の展示 

 町報10月号でお知らせした「勝山模型」は、11月か

ら港通り商店街内で展示します。ぜひご来場いただき、

皆さんの意見をお聞かせください。 

◇展示期間／11月１日（火）～12月６日（火） 

 ※開館時間 月・火・水曜日 午前９時～11時30分 

       金・土曜日 午前11時～午後４時 

◇展示場所／コミュニティグループ明石丸館 

（旧スーパー明石丸） 

 

パーキンソン病友の会交流会 

安房地域のパーキンソン病患者さんとご家族を対

象に交流会を開催します。 

◇日時／11月13日（日）午後１時～３時 

◇場所／館山市コミュニティセンター（中央公民館）第一集会室 

◇申込み・問合せ先／千葉県パーキンソン病友の会 

℡047-405-2118 

 

「女性の人権ホットライン」強化週間 

 11月18日から24日は、「女性に対する暴力をなくす運

動」期間です。この期間にあわせ、女性をめぐる人権問

題について人権擁護委員が電話で相談に応じます。 

夫やパートナーからの暴力、セクハラ、ストーカー

など少しでも悩みを抱えている方は、ご相談ください。 

◇相談先／℡0570-070-810 

◇問合せ先／千葉県人権擁護委員会連合会事務局 

 ℡043-247-3555 

 

１１月は製品安全総点検月間 

 昨今、消費者が製品を使用する際に誤った使い方や

不具合の見落としによって起こる事故が多発していま

す。  

皆さんのご家庭内には生活を便利にするための家電 

やストーブなど日常生活に欠かせない製品があります 

が、清掃や点検をこまめにして、火災などの思わぬ事

故につながらないよう心がけましょう。 

 年末の大掃除が迫ってきているこの時期にご家庭 

内の製品を今一度確認しましょう。 

使っていない農業用機械や農機具は

ありませんか？  

使用されていない農機具を譲渡して有効活用を図

るため、農機具バンクを開設しています。 

登録された農機具の情報は、町ホームページや地域

振興課窓口で公表します。ぜひご利用ください。 

◇利用対象者／・町に住民票を有する方 

・農機具所有者:使用可能な農機具の売渡や譲渡の   

権利を持つ方 

 ※農業機械取扱業者の民間業者ではないこと 

・農機具利用者:農業のために利用する方 

 ※転売目的の利用は不可 

◇登録できる農機具／使用可能であること 

◇その他／・本制度以外の農機具の取引を妨げるもの    

ではありません。 

 ・登録された農機具は所有者が管理してください。 

 ・農機具の登録期間は最長２年間です。 

 ・当事者間で交渉し、譲渡を行ってください。 

・トラブル等が発生した場合の責任は負いかねます。 

◇問合せ先／地域振興課農林水産振興室 ℡55-4805 

 

 

 

 

腎臓病を考える会 

 近年、患者数の増加が問題となっている慢性腎臓病

を取り巻く諸問題について理解を深めるため「第33回

腎臓病を考える会」を開催します。 

◇日時／11月20日（日）午後１時～３時30分 

◇場所／ホテルポートプラザちば ２階 ロイヤル 

◇演題１／「腎不全よもやまばなし」 

◇講師／千葉病院腎臓内科医長 杉原裕基先生 

◇演題２／「慢性腎臓病の食事療法」～サルコぺニア  

を予防しよう～ 

◇講師／千葉病院副栄養管理室長 管理栄養士 白田有希先生 

◇参加費／無料 

◇申込方法／申込み不要 当日受付  

◇問合せ先／特定非営利活動法人千葉県腎臓病協議会 

 ℡043-256-4661 
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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～11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   
●房日新聞連載「頼朝伝」が単行本に！～「頼朝伝」夢酔藤山 

●現役医師作家による前代未聞のメディカル・サスペンス～「アルツ村」南杏子 

●「ぼくはイエロー～」で書けなかった少女の物語～「両手にトカレフ」ブレイディみかこ 

●体にいいことしてますか！？～「日本人の遺伝子からみた病気になりにくい体質の 

つくりかた」奥田昌子 「コレステロール・中性脂肪にホントにいいこと帳」板倉弘重 

「コレステロールを下げる40のルール」横手幸太郎 

その他新着図書 

・「掬えば手には」瀬尾まいこ ・「見つけたいのは、光」飛鳥井千砂 ・「奇跡集」小野寺史宣 ・「アナベル・リイ」小池真理子 

・「セカンドチャンス」篠田節子 ・「死神と天使の円舞曲」知念実希人 ・「汝、星のごとく」凪良ゆう ・「道」白石一文       

・「競争の番人」新川帆立 ・「怪談小説という名の小説怪談」澤村伊智 ・「爆発物処理班の遭遇したスピン」佐藤究  

・「カニの歌を聴け」竹下文雄 ・「人間らしさとは何か？」海部陽介 ・「遺伝子とは何か?」中屋敷均 

・「魂のルーツ」・「魂のささやき」相川清 ・「ヒトはなぜ死ぬ運命にあるのか」更科功  

新着児童本 

・「シロのきもち」内田かずひろ  

※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。 

第８回リサイクルフェア開催 10月29日（土）・30日（日） 

 今年もリサイクルフェアを開催します。図書室の廃棄本や町民の皆さんからいただいた本を差し上げます。本に

よっては冊数の制限がありますが、ご了承ください。お持ち帰り用の手提げ袋等をご持参ください。 

◇場所／中央公民館 多目的ホール 

◇時間／午前９時～午後４時 

◇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 
７日 13：30～  

 
ききょうの会 11日 13：30～ 

21日 10：00～ 笑はっはの会 １日 10：00～ 

小保田すいせんの会 ２、16日 13：30～  田子の会 17日 10：00～ 

友遊会 ９日、23日 10：00～  中佐久間元気クラブ 11日 9：30～ 

浜げんき会 10、24日 13：30～  富士見クラブ 23日 13：30～ 

芝台いきいき会 ９、16日 13：30～  ミモザの会 17日 11：00～ 

中原あやめ会 18日 13：30～  町３区の会 16日 13：30～ 

鋸東睦会 18日 10：00～  エーフラ百寿会 10日 13：30～ 

本郷長寿会 25日 10：00～  すこやか教室 ７、14、21、28日 13：30～ 

竜島さくら会 10、17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 １日 

13：30～ 

保田中央海岸駐車場 
勝山海岸 10日 竜島区民会館前 
佐久間川沿い・嶺岡林道 21日 役場前 
鱚ヶ浦・大六海岸 15日 中央公民館前 

※雨天の場合中止します。 



６日（日） 7:30～ 鋸南町総合防災訓練                  （町内各所） 

８日（火）10:00～ ポールウォーキング【鋸山方面】            （集合:すこやか正面玄関前） 

１０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） 

１３日（日） 9:00～  親子ふれあい交流イベント                （海洋センター） 

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）  

１９日（土）13:30～ 鋸南町教育の日行事                  （鋸南中学校） 

２２日（火）10:00～ ポールウォーキング【保田海岸方面】          （集合:中央公民館玄関前） 

２４日（木）10:00～ 子育て広場イベント【お楽しみ箱】           （中央公民館） 

２５日（金）12:45～ １歳６か月児健診【対象児R3.1.1～R3.4.30生まれ】    （すこやか） 

２２日（火）～ 特別展【保田を愛した歌人や画家たち】２月５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 

思春期相談  ７日（月） 14:00～16:00 
鴨川地域保健センター 

（鴨川市横渚） 

鴨川地域保健センター 

℡04-7092-4511 

弁護士相談  ９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 

行政相談 １１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 

成年後見制度に関する

巡回相談 
１６日（水） 13:30～16:20 ボランティアセンター 

安房地域権利擁護推進センター 

℡04-7093-5000 

税理士による無料相談 １７日（木） 10:00～15:00 
イオンタウン館山コミュニ

ティホール前（館山市北条） 

千葉県税理士会館山支部 

℡23-4132 

家庭教育相談オアシス ２９日（火） 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。 

３日（木）亀田ファミリークリニック（館山市） ℡20-5520 

鴨川市立国保病院（鴨川市）   ℡04-7097-1221 

６日（日）東条病院（鴨川市）       ℡04-7092-1207 

１３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 

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 

２３日（水）鴨川市立国保病院（鴨川市）   ℡04-7097-1221 

２７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 11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。 

※雨天時は中止します。 

○固定資産税 

納期限（４期）       11月30日（水） 

○国保・後期高齢者・介護保険料 

納期限（５期）       11月30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 

 


