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電力・ガス・食料品等 

価格高騰緊急支援給付金 

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏

まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等

に対し、１世帯当たり５万円を支給します。 

 対象となる可能性がある世帯には11月上旬に確認書

を送付していますので、１月31日（火）までに返信し

てください。 

◇対象／令和４年９月30日時点で町に住民登録があ

り、次のいずれかの条件を満たす世帯 

 ①世帯全員の令和４年度分の住民税均等割が非課税 

である世帯 

 ②予期せず令和4年１月から12月までに家計が急変し、    

①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯 

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113 

 

たつの特産品フェア 

道の駅保田小学校で「たつの特産品フェア」を開催

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10日（土）午前９時～ 

※なくなり次第終了 

◇場所／都市交流施設・道の駅保田小学校 

◇販売物／りんご、おやき、はちみつ他 

◇問合せ先／地域振興課まちづくり推進室 ℡55-1560 

味わいハイキング203 

花嫁街道ハイキング  

12月は花嫁街道をハイキングします。新日本百名山

に選ばれた烏場山からの眺望をお楽しみください。 

◇日時／12月24日（土）※雨天の場合は、25日（日） 

◇集合／ＪＲ和田浦駅 午前８時40分集合  

【電車の場合】和田浦駅：上り８時19分着、下り８時

33分着をご利用ください。 

◇定員／50人 

◇会費／100円（会費、保険代等含む） 

◇持ち物／弁当、飲み物、保険証、雨具 

◇案内人／川﨑 勝丸 氏（千葉県山岳史研究会） 

◇コース／和田浦駅（午前９時発）→花嫁街道入口→

第一展望台→第二展望台→経文石→じがい水→駒

返し→見晴台→烏場→金毘羅山→黒滝→花園広場

→和田浦駅（午後４時頃着予定） 

◇主催／鋸南町味わいハイキング 

◇受付開始日／12月８日（木）午前９時～ 

 ※定員になり次第締め切ります。 

◇申込み・問合せ先／中央公民館 ℡55-4151 

                     

                      

 

冬の交通安全運動 ～飲酒運転は絶対しない、させない、許さない～  

12月10日（土）から19日（月）まで冬の交通安全運動が実施されます。 

この時期は、お酒を飲む機会が増え、飲酒運転に起因する交通事故の発生が心配されます。交通事故の発生防止

のため、次のことに注意しましょう。 

・自動車で飲食店に行く場合は、ハンドルキーパー(お酒を飲まずに運転する人)を決めておきましょう。 

・夜間に外出する際は、明るい色の服を着用し、反射材や懐中電灯などを身に着けましょう。 

◇問合せ先／総務企画課総務管理室 ℡55-4801
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子宮頸がん予防ワクチン接種 

子宮頸がんは、HPV（ヒトパピローマウイルス）の

感染が原因と考えられています。 

接種の対象となる方には、４月に予診票等を送付

しています。対象者の方で接種をご希望の方は、お申

し込みください。 

◇対象者／町に住民登録があり、次の条件を満たす方 

・小学校６年生～高校１年生の年齢の女子 

 ・平成９年４月２日～平成18年４月１日生まれの女子（積極

的勧奨を差し控えていた間に定期接種の対象であった方） 

◇料金／無料 

◇接種場所／勝山クリニック、その他県内の医療機関 

◇申込み・問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡55-1002 

 

献血にご協力を 

新型コロナウイルス感染症の影響により献血協力

者の深刻な減少が続いています。皆さんのご協力を

お願いします。 

◇日時／12月５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 

                  

 

水道管の耐震化工事 

 安全な水道水を提供するため、老朽化した水道管

の耐震化工事を行います。作業時間内は全面通行止

めとなります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご

協力をお願いします。 

【下佐久間地区】 

◇日時／12月22日（木）～３月24日（金） 

 午前８時30分～午後５時（作業時間外は通行可） 

◇場所／下佐久間2474-4～2518番地（鋸南小学校東側道路） 

【岩井袋地区】 

◇日時／12月16日（金）～３月24日（金） 

 午前８時30分～午後５時（作業時間外は通行可） 

◇場所／岩井袋105～156番地（地蔵尊地先） 

（岩井袋漁港隣接道路） 

◇問合せ先／建設水道課水道室 ℡55-3569 

総合検診・施設健診 

結果説明会（相談会） 

総合検診・施設健診結果説明会（相談会）を開催し

ますので、ご希望の方は予約してください。 

◇開催日時・会場 

日程 会場 受付時間 

12 

月 

５日（月） 
すこやか 

２階保健指導室 ①9：00～11：00 

②13：30～15：30 

６日（火） 

７日（水） 

８日（木） 役場 

３階大会議室 ９日（金） 

※先着順とさせていただきます。 

◇持ち物／検診結果 

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室予約案内係 

 ℡55-1002 

 

陸上自衛隊自衛官候補生募集 

■高等工科学校生 

技術的な知識・能力を育成する学校 

◇応募資格／中卒（見込含）で17歳未満の男性 

◇受付期間／１月６日（金）まで 

◇試験日／１次試験／１月14日（土）または15日（日） 

 ２次試験／１月26日（木）～29日（日）の指定された日 

■一般曹候補生 

専門分野のプロフェッショナルを養成 

◇応募資格／18歳以上33歳未満の者 

◇受付期間／12月１日（木）まで 

◇試験日／１次試験／12月11日（日） 

 ２次試験／１月11日（水）または12日（木） 

■自衛官候補生 

陸・海・空自衛官になる一般的なコース 

◇応募資格／18歳以上33歳未満の者 

◇受付期間／随時募集中です。詳しくは千葉地方

協力本部ホームページをご確認ください。 

◇応募・問合せ先／自衛隊千葉地方協力本部 

木更津地域事務所 ℡0438-23-5734 
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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～12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   
●人気絵本作家×芥川作家による旅の本～「その本は」又吉直樹・ヨシタケシンスケ 

●連続ドラマ化、医療ミステリー～「祈りのカルテ 再会のセラピー」知念実希人 

●のどかな集落を揺るがす闘い！～「ハヤブサ消防団」池井戸潤 

●東野圭吾最前線！～「マスカレード・ゲーム」「魔力の胎動」「禁断の魔術」「祈りの幕が下りる時」 

「パラレルワールド・ラブストーリー」 

●見た。愛した。闘った。額田王の激動の半生～「恋ふらむ鳥は」澤田瞳子 

その他新着図書 

・「ぼくらに嘘がひとつだけ」綾崎隼 ・「残星を抱く」矢樹純 ・「紅だ！」桜庭一樹 ・「フィールダー」古谷田奈月  

・「水平線」滝口悠生 ・「修羅奔る夜」伊東潤 ・「点滅するものの革命」平沢逸 ・「エフィラは泳ぎ出せない」五十嵐大 

・「ペーパー・リリイ」佐原ひかり ・「ウクライナ戦争日記」マローワ・ナターリヤ他 ・「家庭用安心坑夫」小砂川チト  

・「たんぽぽ球場の決戦」越谷オサム ・「紙の梟」貫井徳郎 ・「腹を割ったら血が出るだけさ」住野よる ・「星屑」村山由佳 

・「最後の鑑定人」岩井圭也 ・「その意図は見えなくて」藤つかさ ・「桜花を夢見て」かわな静 ・「夏休みの空欄探し」似鳥鶏 

・「蒼い水の女」柴田哲孝 ・「残心 凛の弦音」我孫子武丸 ・「オリーブの実るころ」中島京子  

・「たこせんと蜻蛉玉」尾崎英子 ・「寄生生物の果てしなき進化」トゥオマス・アイヴェロ 

・「私たちはなぜ犬を愛し、豚を食べ、牛を身にまとうのか」メラニー・ジョイ 

※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～  

 
ききょうの会 ９日 13：30～ 

19日 10：00～ 笑はっはの会 ６日 10：00～ 

小保田すいせんの会 ７、21日 13：30～  田子の会 15日 10：00～ 

友遊会 14、21日 10：00～  中佐久間元気クラブ ９日 9：30～ 

浜げんき会 ８、22日 13：30～  富士見クラブ 21日 13：30～ 

芝台いきいき会 14、21日 13：30～  ミモザの会 21日 10：00～ 

中原あやめ会 16日 13：30～  町３区の会 ７、21日 13：30～ 

鋸東睦会 16日 10：00～  エーフラ百寿会 ８日 13：30～ 

本郷長寿会 16日 10：00～  すこやか教室 ５、12日 13：30～ 

竜島さくら会 ８、15日 13：30～  すこやか教室（気功）※ 19日 13：30～ 

                           ※ヨガマットまたはバスタオルを持参してください。 

◇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 

13：30～ 

保田中央海岸駐車場 
勝山海岸 ８日 竜島区民会館前 
佐久間川沿い・嶺岡林道 19日 役場前 
鱚ヶ浦・大六海岸 20日 中央公民館前 

※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） 

４日（日） 8:00～ 一斉清掃                       （町内全域） 

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） 

１０日（土） 9:00～ たつの特産品フェア                  （道の駅保田小学校） 

１３日（火）10:00～ ポールウォーキング【佐久間方面】           （集合:笑楽の湯駐車場） 

１３日（火）10:00～ 保育所開放                      （鋸南保育所） 

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） 

１８日（日）13:00～  子ども会 冬のお楽しみ会                （鋸南小学校） 

２３日（金）12:45～ 乳児後期健診【対象児R4.2.1～R4.5.31生まれ】      （すこやか） 

２４日（土） 9:00～ 味わいハイキング203 花嫁街道             （集合:JR和田浦駅） 

２月５日（日）まで  特別展【靉
あい

日
じっ

荘
そう

100年 大正時代-保田を愛した歌人や画家たち】 （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 

安房巡回法律相談  ３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   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 

思春期相談  ８日（木） 14:00～16:00 安房保健所（館山市北条） 
安房保健所 

℡22-4511 

心配ごと相談 １５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 

家庭教育相談オアシス ２０日（火） 18:00～20:00 中央公民館 
教育委員会 

℡55-2120 

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 

 

  

※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 

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 

２５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 

３０日（金）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 

３１日（土）鋸南病院            ℡55-2125 

※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 12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。 

○国保・後期高齢者・介護保険料 

納期限（６期）       12月26日（月） 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

      保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 

 


