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三芳農村環境改善センター 
白浜支所 
丸山公民館 

心配ごと相談　13:30～16:00

人権相談　 10:00～15:00 10:00～12:00 ちくら介護予防センター 

結婚相談 

1日（金） 

富山支所 
ちくら介護予防センター 
とみうら元気倶楽部 
三芳農村環境改善センター 
白浜保健福祉センター 
丸山公民館 
和田地域福祉センター 

8日（金） 
12日（火） 
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15日（金） 
20日（水） 
20日（水） 
27日（水） 

富山支所 
千倉支所 
とみうら元気倶楽部 
三芳支所 
丸山公民館 
白浜保健福祉センター 
和田地域福祉センター 

日 曜 行　　　　　事 日 曜 行　　　　　事 

1 金 

3 日 19 火 

18 月 

17 日 

16 土 

20 水 

22 金 

23 土 

21 木 

24 日 

25 月 

26 火 

27 水 

28 木 

29 金 

30 土 

31 日 

15 金 

14 木 

13 水 

6 水 

9 土 

12 火 

 

日 10

7 木 

金 8 ◇寒露 

火 5

4 月 

◇目の愛護デー 

◇鉄道の日 

 

読み聞かせ教室（三芳農村環境改善センター）10：00～ 

就学時健診（丸山公民館）13：30～ 

第4回市民環境大学（千倉保健センター）13：30～ 
絵本おはなし会（丸山公民館）10：00～ 
おはなしだいすき（富山公民館）10：30～ 
千倉おはなし会（千倉図書館） 14：00～ 

絵本読み聞かせ教室（南三原公民館）10:00～ 
富浦幼稚園運動会 

◇貯蓄の日 

◇統計の日 

◇土用　十三夜　皇后誕生日 
献血（三芳保健福祉センター） 
　10：00～11：45/13：00～15：30

就学時健診（富山ふれスポ）13：30～ 

就学時健診（千倉保健センター）13：30～ 

◇霜降　電信電話記念日 

◇国連の日 

◇原子力の日 

◇読書週間 
三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）10:00～11:30

第5回市民環境大学（千倉保健センター）13：30～ 

11 月 　　体育の日 

◇共同募金　法の日 

第3回市民環境大学（千倉保健センター）13：30～ 

ふるさと美化運動（和田地区） 

南房総市敬老会（県南総文化ホール）13:30～ 

2 土 



子育て支援センターほのぼのから 子育て支援センターほのぼのから 申込および問い合わせ　TEL  40－5111
子育て支援センターほのぼので開催します。（所在地　珠師ケ谷1289－13） 

にこにこひろばの開館日時は、祝日・年末年始を除く火曜日から土曜日までの午前9時30分から午後4時までです。 

■にこにこ教室 

■もぐもぐ教室（離乳食教室） 
日　　時　10月20日（水）　午前9時30分から午前11時30分まで 
内　　容　離乳食の講話と調理実習（4カ月から6カ月児対象） 
定　　員　8組　　申込期限　10月14日（木） 

内　　容　年齢にあわせた 
　　　　　親子遊びや手遊び 
定　　員　各回10組程度 
申込期限　各教室開催日の 
　　　　　前日まで 

■芋ほりと焼き芋 
　丸山の老人会の人たちと芋ほりをして、みんなで焼き芋を食べます｡ 
日　　時　10月27日（水）午前10時30分から正午まで 
持 ち 物   長靴、帽子、タオル、水筒、着替え、軍手、ビニール袋1枚（芋の持ち帰り用） 
申込期限　10月22日（金） 

■防災訓練 
　にこにこひろばで防災訓練を行います｡消防署員の話を聞いたり、消防車の体験試乗ができます｡ 
日　　時　11月2日（火）午前10時30分から　　申込期限　10月28日（木） 

■10月生まれの子どもを対象に誕生会 
日　　時　10月26日（火）午前10時30分から午前11時まで　　申込期限　10月25日（月） 

■出張にこにこひろば　 
　にこにこひろばのスタッフが富浦地区の大房岬自然公園に出向きます｡千葉自然学校の人と一緒に落 
ち葉集めや、たき火など秋の自然を感じられる遊びを行います｡ 
日　　時　11月5日（金）午前10時から午前11時30分まで（雨天決行） 
対 象 児　平成18年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれまでのお子さん 　 定　　員　25組 
集合場所　大房岬自然公園公共駐車場インフォメーションセンター前　　申込期限　11月2日（火） 

■絵本の読み聞かせ会 
　絵本ボランティアによる絵本の読み聞かせを行います。 
日　　時　10月22日（金）午前11時から午前11時30分まで（申し込み不要） 

日　　時 対象児 
2カ月～お座りができる子ども 
H21.4.2生～ハイハイができる子ども 
H20.4.2生～H21.4.1生 

 
H19.4.2生～H20.4.1生 

 
H18.4.2生～H19.4.1生 

10月12日（火） 
10月13日（水） 
10月19日（火） 

10月21日（木） 

10月28日（木） 

10：30～11：30 
10：30～11：30 
10：30～11：30 
9：45～10：45 
11：00～12：00 
10：30～11：30

■ボランティアによる「なごみ喫茶」 
　コーヒーや紅茶などの飲み物を用意しています（菓子付きで100円）｡子どもを遊ばせながらひと息つきませんか｡ 
日　　時　10月22日（金）午前10時から正午まで（申し込み不要） 
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申込および問い合わせ　子育て支援課　 TEL  36－1153

乳幼児健康診査

実施日 

とみうら元気倶楽部  3歳4カ月～3歳6カ月 

場　　所 対象児 

10月15日(金) 

【3歳児健康診査】 受付時間　12:45～13:00

千倉保健センター 1歳6カ月～1歳8カ月 10月8日(金)

実施日 場　　所 対象児 

【1歳6か月児健康診査】 受付時間　12:45～13:00

千倉保健センター 2歳6カ月～2歳8カ月 10月7日(木) 

実施日 場　　所 対象児 

【2歳児歯科健康診査】 受付時間　12:45～13:00



からだや心の症状などの相談に応じます。今月は
女性医師による相談です。
事前の予約が必要です。
日　　時 10月18日（月）

午後2時から午後4時まで
場　　所 安房健康福祉センター
申込および問い合わせ

安房健康福祉センター　TEL 22－4511

3

女性のための健康相談

※9月から4回1コースで実施していますが、1回のみの参加も可能です。
場　　所 富山公民館　講　　師 ウォーキング研究所　駒崎優さん
定　　員 30人　　　 持 ち 物 室内運動靴、タオル、飲み物　　申込期限 それぞれの開催日前日まで
申込および問い合わせ 健康増進課　TEL 36－1152

ウォーキング教室

日　　時 10月22日（金）
午前10時から正午まで
午後1時から午後4時まで

場　　所 館山市コミュニティセンター
内　　容 相続・遺言・成年後見・離婚などの手続

きや、官公署へ提出する書類の作成など。
申込期限 10月19日（火）
そ の 他 相談の際は必要な資料をお持ちください。

相談は1件につき1時間以内です。
申込および問い合わせ

千葉県行政書士会安房支部　TEL 22－0328

行政書士無料相談

成年後見制度について、司法書士が相談に応じます。
日　　　時 10月20日（水）

午前10時から午後3時まで
場　　　所 菜の花ホール

（館山市北条1735番地）
問い合わせ 譖成年後見センター・リーガルサポート

千葉県支部館山ブロック副支部長
司法書士　酒井敏行
TEL 44－1759

成年後見無料相談

日　　時 10月27日（水）
午後1時30分から午後3時30分まで

場　　所 富山保健福祉センター
内　　容 体力測定・いきいき運動　　
定　　員 30人
持 ち 物 タオル、飲み物　　
申込期限 10月22日（金）
申込および問い合わせ 健康増進課　TEL 36－1152

いきいき運動教室
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日時・内容 
月　　日 時　　　　間 内　　　　容 

10月　8日（金） 

10月15日（金） 
午後1時15分から午後3時30分まで 

健康な体をウォーキングで！ 

さわやかに汗と脂肪を流そうウォーキングで！ 

地元司法書士による、後見制度・遺言・債務整理・相続その他法律の無料相談を行います。
期　　間 10月18日（月）から11月19日（金）まで
予約方法 相談日前日までに、各事務所に直接予約してください（日曜日の予約は金曜日までに）。

※電話相談は行いません。
そ の 他 相談は1件あたり1時間までです。

後見・遺言・債務整理・相続法律無料相談

日時・連絡先 

司法書士名 場　　　所 連絡先 日　　　　　　時 

山崎　勝弘 

江澤　正志 

小林　裕明 

堀川　　貢 

館山市八幡６３１－６ 

館山市北条１８６５ 

鴨川市横渚１５２４－６ 

館山市北条１２３１－１ 

毎週月～金曜日 

毎週月・水・金曜日 

毎週月～金曜日 

毎週火・木曜日 

１７：００～１９：００ 

１７：００～１８：００ 

１８：００～１９：００ 

１７：００～１８：００ 

毎週土・日曜日 

毎週日曜日 

 

毎週土曜日 

１０：００～１１：００ 

１０：００～１２：００ 

 

１０：００～１２：００ 

28－5430 

28－4333 

04－7098－3525 

24－3501



市が整備を進めている光ファイバーにより、来年3月からNTT東日本による「フレッツ光」が利用できます。
「フレッツ光」に関する説明会を次のとおり開催します。説明会ではNTT東日本木更津営業支店の担当者が、

“「フレッツ光」導入の利点、
導入に必要な準備、費用”
など、わかりやすく説明し
ます。都合のいい会場にご
参加ください。
問い合わせ
情報推進課
TEL 33－1003
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認知症予防講演会

認知症とその予防を正しく理解し、地域で楽しく取り組める認知症予防の実践的な取り組みについての講演会
を開催します。この機会に学びを深めてみませんか。
日　　時 11月2日（火） 午後1時30分から午後3時30分まで
場　　所 南房総市役所別館1 大会議室
内　　容 地域で楽しく認知症予防　～今日から実践できる認知症予防について～
講　　師 東京都健康長寿医療センター　宇良

う ら

千秋さん
定　　員 100人　　参 加 費 無料　　申込期限 10月29日（金）
申込および問い合わせ 健康増進課　TEL 36－1152

フレッツ光説明会

家庭や事業所などで行うごみの野焼き（野外焼却）は、一部例外を除き、法律（廃棄物の処理及び清掃に関する
法律）で禁止されています｡
野焼きは、煙や悪臭などにより、近所へ迷惑をかけるだけでなく、人体への健康に悪影響を与えるダイオキシン
などを発生させる原因にもなります｡
家庭ごみの処理は、各地域で決められた可燃ごみ収集日に出すか、清掃センターへ直接持ち込みましょう｡
家庭や事業所などにあるダイオキシン類を抑制する構造基準を満たしていない小型焼却炉やドラム缶の使用、穴
を掘ってごみを燃やす行為も野焼きとなりますので行わないようにしてください｡
廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せら
れます｡
焼却禁止の例外
○国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
【例】河川、海岸、道路管理を行うための伐採した草木などの焼却
○震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な
廃棄物の焼却
【例】災害時における木くずなどの焼却や火災予防訓練など
○風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
【例】正月の門松や、しめ縄などを焚く年中行事など
○農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
【例】農業者の焼き畑や稲わらの焼却や林業者の伐採枝条の焼却など
○たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
【例】たき火やキャンプファイヤーなど

※但し、例外における野焼きでも、近所へ迷惑をかけないよう必要最小限にとどめ、風向き、焼却する
時間帯など十分配慮して対処してください｡

野焼きを発見した場合は、警察、県民センター安房事務所または環境保全課へご連絡ください｡
問い合わせ 環境保全課　TEL 33－1053

廃棄物の野焼き禁止について

日　　　　時 場　　　　所 

10月　3日（日） 

 

10月16日（土） 

10月17日（日） 

午後7時から 

午前10時から 

午後1時から 

午後3時30分から 

午前10時から 

午後1時から 

午後3時30分から 

白浜フローラルホール　会議室 

とみうら元気倶楽部　さざなみホール 

富山公民館　多目的ホール 

三芳農村環境改善センター　大会議室 

丸山公民館　大会議室 

千倉公民館　大集会室 

和田公民館　市民ホール 
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弁護士による無料法律相談を行います｡
日　　時 11月10日（水）

午後1時から午後4時まで
場　　所 白浜保健福祉センター
定　　員 6人
事前申込 10月18日（月）

午前9時から受け付けます｡
そ の 他 調停中や裁判中の事件の相談ならびに同一

内容についての再度の相談は応じられません｡
相談は一人につき30分までです｡

申込および問い合わせ
社会福祉協議会　TEL 44－3577

無料法律相談

10月11日（月）から17日（日）までは、違反建築
防止週間です｡
建築基準法は、生命・健康・財産を守るため、建物

の敷地や構造など安全性に関する基準を定めています｡
建物を建てる場合は、法令で定める基準や手続きを

守り、適正に工事を進めましょう｡
工事が完了したときは、建物が法令に基づいた安全なも

のであるか検査を受けることが義務付けられています｡
違反建築防止週間をきっかけに、建物が法令に適合し
ているか建築士に相談するなど点検を心がけましょう｡
この期間には、県下一斉公開建築パトロールが実施

されます｡
問い合わせ 建設部管理課　TEL 33－1102

違反建築防止週間

住民基本台帳カード（住基カード）無料交付は平成23年3月31日まで！
～公的な身分証明書として使える、便利な「写真付き住基カード」～

市では、農林水産業の持続的な発展を図るため、地域産品の情報や農産物などを集約し、消費者のニーズに合
わせた出荷形態にして販売するための施設として、三芳花束加工施設を改修しています。
この施設で、市が行う農業などの活性化を一緒に進めていく利用者を募集します。流通事業に精通し、次の参

加要件などに該当する者とします。
業務内容 市内の野菜などを集荷・販売するとともに販路の拡大を行う。

（平成23年度から業務開始）
対　　象 農業協同組合・農業法人・NPO法人・営利法人・公益法人
参加要件 市内に本社、本店または活動拠点を置いていること
募集期限 10月21日（木）
応募方法 指定の様式で応募してください。

様式は、地域資源再生室にあります。市ホームページで「流通拠点施設」と入力しても入手できます。
利用者の決定方法 プレゼンテーション審査により決定します。
応募および問い合わせ 地域資源再生室　TEL 33－1073

南房総市流通拠点施設（仮称）の利用者募集

住基カードの取得方法
本庁市民課の場合
○免許証などの写真付きの公的な身分証明書を持っていれば、その場で住基カードを発行します。
必要なもの 身分証明書（免許証、パスポートなど）、印鑑、写真（縦4.5cm×横3.5cm）
○免許証などの写真付き身分証明書がない場合、申請していただき、後日住基カードを取りに来ていただきます。
必要なもの 身分証明書（保険証、年金手帳など）、印鑑、写真（縦4.5cm×横3.5cm）

各支所の場合 ー申請は各支所でも、受け取りは本庁・千倉支所ですー
○初めに申請のみしていただきます。後日、本庁市民課または千倉支所に住基カードを取りに来ていただきます。
必要なもの 身分証明書（免許証、保険証など）、印鑑、写真（縦4.5cm×横3.5cm）

問い合わせ 市民課　TEL 33－1051
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<写真付き住基カード>

住基カードは、「写真付き住基カード」と「写真なし住基カード」
の2種類あります。「写真付き住基カード」なら、銀行で10万円を超
える現金振り込みをするときや、郵便局で口座を開設するとき、携帯
電話を新規で購入するときなどに、運転免許証やパスポートと同じく、
公的な身分証明書として利用できます。



名　　称 「パキスタン洪水災害救援金」
通信欄に「パキスタン洪水」と明記

方　　法 郵便振替（送金手数料は無料）
口座番号 00110－2－5606
加入者名 日本赤十字社
受付期限 10月31日（日）
注意事項 受領証を希望する場合は、「受領証希望」

と明記してください｡
品物の受け付けは行っていません｡

問い合わせ 日本赤十字社千葉県支部振興課
TEL 043－241－7531

宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づく
りに使われます｡
賞　　金 1等・前後賞合わせて2億5千万円　　　

秋祭り賞1万円など
発売期間 9月27日（月）から10月19日（火）まで
発売単価 1枚300円　　抽 選 日 10月26日（火）

【一般書】
とまどい関ケ原　
土曜日は灰色の馬
悪道
年下の彼
本朝金瓶梅　
ストーリー・セラー
特異家出人
おしんの遺言
祭り囃子がきこえる
鏡の偽乙女
【児童書】
キンコンカンせんそう　
ねこざかなのおしっこ
もりのおふろやさん
すずおばあさんのハーモニカ
いないいないいるよ
10ぴきのかえるのあきまつり
おもしろい話が読みたい！
まじょ子とふしぎなまほうやさん
工事の車
赤トンボ
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◇10月の救急当番医◇ 
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※開館時間は、午前９時から午後５時までです。
休館日は、月曜日と祝日です。
※千倉図書館の本は各公民館でも借りることができます。
図書館にない本でも県内の図書館から借りることもで
きます。

◇千倉図書館新着図書紹介（問い合わせ TEL40－1120）◇
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岩井三四二
恩田　　陸
森村　誠一
小手鞠るい
林　真理子
有川　　浩
笹本　稜平
橋田寿賀子
川上　健一
朱川　湊人

ジャンニ　ロダーリ
わたなべゆういち
とよたかずひこ
あまんきみこ
近藤薫美子
間所ひさこ
あさのあつこ
藤　真知子

小賀野　実／監修
今森　光彦

拉致問題に関する理解を促進するため、内閣府など
との共催による集会を開催します｡
日　　時 11月14日（日）

午後1時30分から午後3時頃まで
場　　所 三井ガーデンホテル千葉

（JR千葉駅から徒歩7分）
内　　容 拉致問題啓発アニメ「めぐみ」上映ほか
定　　員 600人（応募者多数の場合は抽選）
申込方法 代表者住所・氏名・電話番号、同伴者氏名

を書いて郵送、ファクスまたは電子メール｡
申込期限 10月29日（金）
申込および問い合わせ

〒260－8667（住所不要）
千葉県庁国際室
TEL 043－223－2254 
FAX 043－224－2631
E-mail kokusaig1@mz.pref.chiba.jp

一日も早く拉致被害者を救出する！
国民大集会　in 千葉

日本赤十字社では救援金を受け付けています
～皆さんのご協力をお待ちしています～

オータムジャンボ宝くじ
（2010年新市町村振興宝くじ）


