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行政相談 
12日（月） 
14日（水） 
16日（金） 
〃　　 

20日（火） 
21日（水） 
28日（水） 

各 種 無 料 相 談 

12日（月） 
〃　　 

13日（火） 
28日（水） 

富山支所 
千倉支所 
三芳農村環境改善センター 
和田地域福祉センター 

心配ごと相談　13:30～16:00

人権相談　 10:00～15:00
13:00～15:00

10:00～12:00 ちくら介護予防センター 

結婚相談 

2日（金） 

15日（木） 

今月は整形外科医師による相談です。 
申込および問い合わせ 
　安房健康福祉センター  TEL 22－4511

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

12日（月） 
14日（水） 
〃　　 

16日（金） 
〃　　 

20日（火） 
28日（水） 

女性のための健康相談 

富山支所 
とみうら元気倶楽部 
三芳支所 
千倉支所 
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 木 

3 土 19 月 

20 火 

22 木 

23 金 

21 水 

24 土 

25 日 

26 月 

27 火 

28 水 

29 木 

31 土 

30 金 

18 日 

17 土 

15 木 

14 水 

16 金 

13 火 

6 火 

9 金 

11 日 

12 月 

土 10

7 水 
木 8

月 5

4 日 

三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）10:00～11:30

参議院議員通常選挙投票日 

◇ぼん 
水稲空中防除（白浜・千倉地区）4：00～ 

◇やぶ入り 
読み聞かせ教室（三芳農村環境改善センター）10：00～ 

　　海の日 
南房総白浜海女まつり　～20日 

◇大暑 

水稲空中防除（和田地区）4：00～ 
南房総富浦アジすくい　～25日 

◇土用 
水稲空中防除（富山地区）4：00～ 
夏の交通安全運動　～31日 

献血（白浜支所）10:15～11:45　　 
　　（千倉支所）14:00～15:30

三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）10:00～11:30

◇土用の丑 
水稲空中防除（丸山地区）4：00～（～27日） 

献血（市役所別館1）10:00～11：45 
　　　　　　　　　13:00～15：30

◇国民安全の日 

◇半夏生 

美しいふるさと運動（白浜地区） 
ふるさと美化運動（和田地区） 

◇小暑　七夕 

2 金 

安房健康福祉センター 

※事前の予約が必要です 

◇国土建設週間 
水稲空中防除（富浦地区）4：00～ 
絵本おはなし会（丸山公民館）10：00～ 
絵本読み聞かせ教室（南三原公民館）10:00～ 

◇勤労青少年の日 
水稲空中防除（三芳地区）4：00～ 
千倉おはなし会（千倉図書館） 14：00～ 
おはなしだいすき（富山公民館）10：30～ 



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｡ 

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 

 

7月　9日（金） 
7月13日（火） 
7月14日（水） 

 
7月20日（火） 

 
7月30日（金） 

にこにこ教室 

7月生まれの子どもを対象に誕生会 
 

もぐもぐ教室（離乳食教室） 

赤ちゃん集まれ 

日　　時　7月27日（火）　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　7月22日（木）食材準備のため 

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　各教室開催の前日まで 

　毎月第1、第3水曜日は赤ちゃんデーです｡イベントではありませんので自由に来館し、お母さん同 
士でお話したり、お子さんと楽しく過ごしてください｡ 
　ほかの年齢のお子さんも今までどおり来館できます｡ 

お父さんと遊ぼうの日 
　お父さんとお子さんが楽しく遊べるプログラムを用意しています｡子育て支援センターでお父さん 
と楽しく過ごしませんか｡ 
日　　時　7月31日（土）午前10時から正午まで　　申込期限　7月23日（金）食材準備のため 

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　7月23日（金）午前10時から正午まで（申し込み不要） 

日　　時　7月28日（水）午前10時30分から午前11時まで　　申込期限　7月27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　7月23日（金）午前11時から午前11時30分まで（申し込み不要） 

9：45～10：45 
11：00～12：00 
10：30～11：30 

 

10：30～11：30
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健康・介護情報 

健康情報 

行政情報 行政情報 

講座・講習情報 講座・講習情報 

募集・講習情報 募集・講習情報 

募集・試験情報 募集・試験情報 

募集情報 募集情報 

教室・研修情報 教室・研修情報 

お知らせ お知らせ 

イベント・募集情報 

イベント情報 イベント情報 

くらしの情報 くらしの情報 

子育て情報 子育て情報 

子育て情報 子育て情報 

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 

千倉保健センター 3歳4カ月～3歳6カ月 

場　　所 対象児 

7月21日(水) 

【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 7月2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

実施日 

7月23日(金) 三芳保健福祉センター 3カ月～4カ月 

場　　所 対象児 

【股関節検診】 受付時間　12:45～13:00

三芳保健福祉センター 2歳6カ月～2歳8カ月 7月15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

7月の予防接種（集団）

実施日 

7月　9日（金） 

7月13日（火） 

7月26日（月） 

三芳保健福祉センター 
　 

千倉保健センター 

H15.1.10～H22.4.10生 

H15.1.14～H22.4.14生 

H15.1.27～H22.4.27生 

場　　所 対象児 【ポリオ】 受付時間　12:45～13:00

予防接種を受ける際は、保護者の付き添いが必
要です。保護者以外の付き添いの場合は、委任状
が必要となります。



介護支援専門員実務研修の受講希望者に対して、
実務研修を行う際、事前に介護保険制度などの必要
な専門知識などを有していることを確認するための
試験を実施します｡
試 験 日 10月24日（日）午前10時から
受験資格 医療・保健･福祉分野の有資格者で一定

期間以上の実務経験がある人
申込書配布期間 6月29日（火）から7月30日（金）

まで（閉庁日を除く）
申込書配布場所 高齢者福祉課、市民課、各支所

（三芳支所を除く）、市社会福祉協議会、県
社会福祉協議会、県保険指導課、県内健康
福祉センター

申込受付期間 6月30日（水）から7月31日（土）まで
（当日消印有効）
簡易書留による郵送のみの受け付けにな

ります｡
申込および問い合わせ

県社会福祉協議会介護支援専門員養成班
〒260－8508 千葉市中央区千葉港4－3
TEL 043－204－1610 

脳卒中などの後遺症で麻痺のある人や、膝や腰の
痛みで悩んでいる人など、リハビリテーションの専
門医師による整形外科に関する相談を受け付けま
す｡
※　事前の予約が必要です
日　　時 7月8日（木）午後2時から午後4時まで
場　　所 富山保健福祉センター
申込および問い合わせ

健康増進課　TEL 36－1152

市町村民税非課税世帯の人や生活保護を受給して
いる人などは、市に申請することにより、施設サー
ビスや短期入所サービスの食費・居住費（滞在費）
に該当する費用が軽減される場合があります｡
対象になる人に交付される「負担限度額認定証」

の有効期限は6月30日です｡
7月からも引き続き認定を受けたい人は、必ず更

新の申請をしてください｡
受 付 期 限 7月31日（土）（必着）
問い合わせ 高齢者福祉課　TEL 36－1154

郵便配達員が70歳以上のひとり暮らしなどの高齢
者に郵便物を配達する際、安否を確認する「ひまわ
りサービス」の申し込みを受け付けます｡高齢者に
直接郵便物を手渡し、声をかけます｡
締め切り後でも、随時申し込みを受け付けます｡
一度申し込めば永続的にサービスを受けられます｡
対 象 者 世帯員全員が65歳以上で、次の①から③

に該当する人
①70歳以上のひとり暮らし高齢者
②夫婦のいずれかまたは、両方が70歳以
上で夫婦のみの世帯
③70歳以上の人が含
まれる高齢者のみの
世帯

料　　金 無料
申込期限 7月28日（水）
申込および問い合わせ

高齢者福祉課
TEL 36－1154
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介護保険負担限度額認定証の
更新を受け付けます

整形外科相談

千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験の実施

場　　所 富山保健福祉センター　定　　員 30人　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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月　日 内　　　　　容 申込期限 時　　間 

7月23日 
（金） 

8月 5 日 
（木） 

7月20日 
（火） 

8月 2 日 
（月） 

13:30～15:30

運動講話と実技「あなたの歩行年齢 測ります！ 
～実年齢は戻らないけれど、歩行年齢は若返ります～」 

講師　亀田メディカルセンター リハビリテーション事業管理部部長　村永信吾さん 

食生活講話「アンチエイジング①  ～いつまでも若さを保つために～」 
講師　管理栄養士　伊藤貴子さん 

お年寄りの安否を確認するひまわり
サービスの申し込みを受け付けます
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各小・中学校で不要となった旧基準の机（約1,300台）
椅子(約1,400脚)を市民の皆さんに差し上げます｡希望者
は各学校まで連絡をお願いします｡
無くなりしだい終了します｡

問い合わせ （机や椅子を提供できる小・中学校）
富浦小学校 TEL 33－2053 八束小学校 TEL 33－4140
平群小学校 TEL 58－0005 長尾小学校 TEL 38－2109
白浜小学校 TEL 38－2023 朝夷小学校 TEL 44－0108
南 小 学 校 TEL 46－2004 丸 小 学 校 TEL 46－2755
和田小学校 TEL 47－2064 南三原小学校 TEL 47－2100
富浦中学校 TEL 33－2075 三芳中学校 TEL 36－2017
白浜中学校 TEL 38－2079 千倉中学校 TEL 44－1311
和田中学校 TEL 47－4151

机や椅子を差し上げます

総務省では、ビル陰などの受信障害対策用の共同受信
施設およびアパートなどの集合住宅（共同住宅）の地上
デジタル放送対応を促進するため、デジタル化改修など
に関する助成金を設けています。
申請期限
ビル陰などの受信障害対策用の共同受信施設新設、改修
7月30日（金）
共同住宅共聴施設のデジタル化改修　8月31日（火）
問い合わせ
総務省千葉県テレビ受信者支援センター
TEL 043－333－7100

共同受信施設の地上デジタル放送対応に助成金

「社会を明るくする運動」は、すべての国民が犯罪や
非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深
め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行の
ない明るい社会を築こうとする全国的な運動です｡
住民の皆さんが連携をとり、地域で起こる犯罪や非

行の防止にご協力をお願いします｡
問い合わせ 社会福祉課　TEL 36－1151

7月は「社会を明るくする運動」強調月間

鯨 肉 の 有 料 配 布
～調査捕鯨で捕獲されたミンク鯨肉を市が購入し、市民の皆さんに有料で配布します～

木造住宅の耐震化促進の一環として、耐震相談会を
開催します｡地震に備えて住まいの耐震性について、
考えてみませんか｡
※　相談は予約制となります｡
日　　時 7月11日（日）

午後1時から
午後4時30分まで

場　　所 丸山公民館　
費　　用 無料
予約および問い合わせ

建設部管理課　TEL 33－1102

住宅の無料耐震相談会

「新聞に俳句や短歌を載せないか」と勧誘の電話が突
然あり、断っても強引に勧められ、
断りきれずに契約してしまった、
という高齢者からの相談が増えて
います｡
クーリングオフ期間（消費者が無条件に契約を解除

できる期間）に断ったにもかかわらず、すでに掲載枠
が取ってあり解約できないと言われたり、勝手に掲載
して後日掲載紙と請求書が送られてくるという悪質な
ケースもあります｡
勧誘業者の説明をうのみにせず、しつこい勧誘はき

っぱり断りましょう｡掲載を承諾していない場合は、請
求書を送ってきても支払う必要はありません｡
悪質商法や契約のトラブルなどに関する相談に応じ

ています｡
相 談 窓 口 県消費者センター

TEL 047－434－0999
消費者ホットライン
TEL 0570－064－370

問い合わせ 商工観光課　TEL 33－1092

高齢者を狙う俳句や短歌の新聞などへの
掲載トラブルが発生しています
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予約期間 7月 7日（水）から7月10日（土）まで　午前9時から午後4時まで
配布期間 7月12日（月）から7月19日（月）まで　午後1時から午後3時まで
価　　格 ミンク鯨赤肉　2,270円／㎏　　配布限度量 1世帯あたり10㎏まで
予約および販売先 和田町漁業協同組合　　　TEL 47－4115

※　17日（土）は販売を行いません｡
千倉水産加工業協同組合　TEL 44－1811

※　数量に限りがあります｡予約なしでも購入できますが、予約された人からの優先販売となります｡
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配 付 月 9月　※　配付日は後日お知らせします｡
申 込 先 社会福祉協議会本所または各地域福祉センター　　　　申込期限 7月30日（金）

安房地方のことを知りたい、学びたいという人を対象に安房地方公民館連絡協議会（南房総市、館山市、
鴨川市、鋸南町公民館で構成）では、ふるさと安房について学ぶ「見たり・聞いたり　安房の国」を開催し
ます｡

第1回目の申込方法　（第2回目以降は詳細が決まりしだい、随時募集します）
申込日時 7月12日（月）から7月16日（金）までの午前9時から午後5時まで
申込方法 電話でお申し込みください（定員になりしだい締め切ります）
申込および問い合わせ 丸山公民館　TEL 46－4031

市内に居住し、在宅で日常生活のほとんどに介護を必要とする人に無料で紙おむつを配付します

「見たり・聞いたり　安房の国」講座の受講生募集

日程および講座内容 

第4回 
南房総市 

第1回 
館山市 

第2回 
鋸南町 

第3回 
鴨川市 

開催日 内　　　　　　　容 

7月24日（土） 

9月　8日（水） 

12月10日（金） 

平成23年 
   2月18日（金） 

講　　義　館山市の戦争遺跡とハングル「四面石塔」（館山中央公民館） 
　　　　　～平和・交流・共生の地域づくり～ 
現地学習　赤山地下壕跡　ほか（館山市内） 
講　　師　ＮＰＯ安房文化遺産フォーラム 
日　　程　講義　午前10時から　現地学習　午後1時から 
参 加 費　無料　　定　員　25人 

テーマ　頼朝のたどった道  
場　所　鋸南町中央公民館・菱川師宣記念館ほか　　定　員　25人 

テーマ　郷土の名工　伊八を巡る 
場　所　JOSAI安房ラーニングセンターほか　　　  定　員　25人 

テーマ　房総の谷津田 
場　所　三芳農村環境改善センターほか　　　 　 　定　員　25人 

イベント・募集情報 

子育て情報 子育て情報 

健康情報 健康情報 

健康・介護情報 

健康情報 

行政情報 行政情報 

講座・講習情報 講座・講習情報 

募集・講習情報 募集・講習情報 

募集・試験情報 募集・試験情報 

募集情報 募集情報 

教室・研修情報 教室・研修情報 

お知らせ お知らせ お知らせ 

イベント・募集情報 

イベント情報 イベント情報 

くらしの情報 くらしの情報 

子育て情報 子育て情報 

子育て情報 子育て情報 

イベント・募集情報 

子育て情報 子育て情報 

健康情報 健康情報 

健康・介護情報 

健康情報 

行政情報 行政情報 

講座・講習情報 講座・講習情報 

募集・講習情報 募集・講習情報 

募集・試験情報 募集・試験情報 

募集情報 募集情報 募集情報 

教室・研修情報 教室・研修情報 

お知らせ お知らせ 

イベント・募集情報 

イベント情報 イベント情報 

くらしの情報 くらしの情報 

子育て情報 子育て情報 

子育て情報 子育て情報 

申込および問い合わせ 社会福祉協議会　TEL 44－3577

・　高齢者介護用品支給申請書 
・　介護保険証の写し 
・　購入希望先業者の見積書 

・　要介護認定3・4・5の人 
・　身体障害者手帳1級・2級の人 
・　精神障害者保健福祉手帳および療育手
　帳をお持ちの人 

・　65歳以上で要介護4・5の人 
※　前年度市民税非課税世帯に属する高齢
　者または介護者 

・　紙おむつ 
　　（サイズにより約50枚から60枚） 
・　尿とりパット（約80枚） 
・　フラットタイプ（約120枚） 
※　どれか1品目 

・　紙おむつ 
・　尿とりパット 
・　紙パンツ 
※　1回あたり25,000円以内 

・　紙おむつ給付申請書 
・　介護保険証または障害者手帳の写し 

紙おむつ配付事業 高齢者介護用品支給事業 

品　　　目 

提 出 書 類 

対　象　者 
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選挙の種類と投票方法
千葉県選挙区選挙 投票用紙に候補者名を記入し

てください。
比例代表選挙 投票用紙に候補者名簿に記載され

た候補者名または政党名を記入して
ください。

投票日
7月11日（日）
公示日（立候補届出日）
6月24日（木）
投票時間
午前7時から午後8時まで
投票場所
27投票所（次頁）
※ 第6投票所は富山コミュニティセンターが工事
中のため、平群小学校体育館に変更します。

投票できる人
次の要件を満たし、市の選挙人名簿に登録されて

いる人
年齢要件
平成2年7月12日以前に生まれた人
住所要件
3月23日までに市内に住所があり、引き続き3カ

月以上市内に住所がある人
※ 6月2日以後に市内で住所が変わった人は、前
住所地の投票所で投票してください。

投票所入場整理券
投票所入場整理券は、選挙人名簿に登載されてい

る人に、世帯ごと封筒で郵送します。同一世帯6人
までの入場整理券が同封されています。投票所で投
票するときは、自分の入場整理券を切り取って、忘
れずにお持ちください。
投票所入場整理券が届かないときや無くしたとき

は、投票所の受付係にその旨を申し出てください。
選挙人名簿に登録があれば投票できます。
指定病院などの不在者投票
指定病院などの施設に入院・入所している人は、

その施設で投票できます。投票をする場合はあらか
じめ施設などの管理者に申し出てください。

郵便などによる不在者投票
身体に一定の障害がある人は、郵便などによる不

在者投票をすることができます。
郵便などによる不在者投票をするためには、あら

かじめ選挙管理委員会へ郵便等投票証明書の交付申
請が必要です。
手続きなどについては選挙管理委員会に問い合わ

せください。
代理投票と点字投票
自分で投票用紙に記入できない人は、投票所で投

票管理者に申し出てください。係員の代筆で投票で
きます。
また、点字で投票される人は、投票所の受付係に

申し出てください。
期日前投票
仕事、旅行、冠婚葬祭などで投票日に投票所に行

けない人は期日前投票ができます。
期日前投票は、市内のどこの期日前投票所でも投

票できます。
開設の期間や時間、投票所の場所は次のとおりです。

選挙公報
候補者の氏名・政見などを掲載した選挙公報を
新聞折り込みで各家庭に配布します。公共施設に
も選挙公報を置きます。
新聞を未購読で郵送希望の人は選挙管理委員会
にご連絡ください。
開票（即日開票）
場　　所 富浦体育館
時　　間 午後9時15分
問い合わせ 選挙管理委員会　TEL 33―1131

参加します　わたしも政治に　選挙から　

7月11日（日）は
参議院議員通常選挙の投票日です

一票の重さを自覚して、自らの意思で棄権することなく投票しましょう。

参議院議員通常選挙　期日前投票所 

期
間
・
時
間 

6月25日（金）から 
7月10日（土）まで 
午前8時30分から午後8時まで 

7月 5 日（月）から 
7月10日（土）まで 
午前8時30分から午後8時まで 

市役所別館1

市役所富山支所 
市役所三芳支所 
市役所白浜支所 
市役所千倉支所 
市役所丸山支所 
市役所和田支所 
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事業名 対　象　者 内　　　容 問い合わせ 

　次のすべてに該当する人が対象です。 
①65歳以上の一人暮らしまたは65歳以
　上の高齢者のみの世帯に属する人 
②要介護（要支援）認定を受けていない人 
③前年度の市町村民税が非課税または、公 
　安委員会発行の運転免許経歴証明書をお 
　持ちの人 
④世帯で自家用車を所有していない人 
⑤同一敷地内または隣地に自家用車を所有
　する親族がいない人 
⑥福祉タクシー利用助成事業対象者、高齢
　者外出支援バス利用助成事業の受給者で
　ない人 

　次のすべてに該当する人が対象です。 
①65歳以上の人 
②要介護（要支援）認定を受けていない人 
③前年度の市町村民税が非課税または、公
　安委員会発行の運転免許経歴証明書をお
　持ちの人 
④自力でバスの乗り降りが可能であり、乗
　車中の身の安全を介添えなしに行える人 
⑤福祉タクシー利用助成事業または、高齢
　者外出支援タクシー利用助成事業の受給
　者でない人 

　交付者本人を証明する交付者カードおよ
び高齢者外出支援バス利用助成券（1回の
利用につき150円の助成）を交付します。
　降車の際に交付者カードを提示し、利用
券1枚を渡して利用料金から助成分を差し
引いた額を本人が支払います。助成券は1
年間100枚が限度です。交付される月によ
って限度枚数が変わります。 
 
※快速バス「うらら」、市営路線バス「富浦線」
　「富山線」、スクール混乗バス「千歳線」「北
　三原線」、高速バスは利用できません。 

①身体障害者手帳の交付を受け、障害の程
　度が1級または2級の人 
②療育手帳の交付を受け、障害の程度が最
　重度または重度と判定された人 

　重度障害者（児）の人が市で指定したタ
クシー業者を利用する場合にその料金の一
部または全部を助成します。 
　1回の利用につき600円を上限とした助
成券を交付します。助成券は1年間30枚（腎
機能障害者1級は48枚）が限度です。交付
される月によって限度枚数が変わります。 

　高齢者外出支援タクシー利用助成券（1
回の利用につき600円の助成）を交付し
ます。 
　降車の際に利用券1枚を渡し、利用料金
から助成分を差し引いた額を本人が支払い
ます。 
　助成券は1年間30枚が限度です。交付
される月によって限度枚数が変わります。 

投票所一覧 

外出支援サービスを行っています 

南無谷枇杷倉庫 

南房総市役所別館1 

八束小学校体育館 

富山公民館 

岩井小学校体育館 

平群小学校体育館 

 

 

上滝田公民館 

三芳農村環境改善センター 

  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18

1 

2 

3 

4 

5 
　 
 

6 
　 
 

7 

8 

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27

三芳花束加工施設研修室 

乙浜集落センター 

南房総市役所白浜支所 

白浜フローラルホール 

根本集会場 

白子東浜･川端コミュニティ集会所 

健田小学校体育館 

大貫コミュニティ集会所 

朝夷小学校体育館 

忽戸小学校体育館 

七浦小学校体育館 

大井青年館 

丸小学校体育館 

丸山中学校体育館 

千歳ミーティングハウス 

南房総市役所和田支所 

北三原公民館 

自然の宿「くすの木」 

和田地域福祉センター「やすらぎ」 

　高齢者や障害のある人に対する各種外出支援サービスを次のとおり行っています。サービスを受けるには、事前
の申請が必要です。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ　選挙管理委員会　TEL 33－1131

高
齢
者
外
出
支
援
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
事
業 
高
齢
者
外
出
支
援
バ
ス
利
用
助
成
事
業 

福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成 

高齢者福祉課 
TEL 36-1154

社会福祉課 
TEL 36-1151

※　第6投票所は富山コミュニティ 
　センターが工事中のため、平群小 
　学校体育館に変更します。 



【一般書】

龍馬の油断　

あんちゃん　

達人山を下る　

気づけばピカピカ！1日1分そうじ

ぢぢ放談　

世間はやかん

美は乱調にあり

子どもを生活習慣病にしない食卓

夜行観覧車

月の恋人

【児童書】

おばけとにじいろのようせい

ＳＬれっしゃだいさくせん

おっとっと

おたすけ妖怪ねこまんさ

おすしのさかな

ゴリラのごるちゃん　

アンパンマンとゴミラ

くろねこカックン

ライオンとねずみ

たのしい科学実験365日
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◇7月の救急当番医◇ 

安房地域医療センター 

 

安房地域医療センター 

東条病院 

 

安房地域医療センター 

 

安房地域医療センター 

館山病院 

 

安房地域医療センター 

 

安房地域医療センター 

鋸南病院 

中原病院 

 

安房地域医療センター 

亀田ファミリークリニック館山 

鴨川市立国保病院 

 

安房地域医療センター 

 

安房地域医療センター 

館山病院 

 

安房地域医療センター 

25－5111 

 

25－5111 

04－7092－1207 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

 

25－5111 

 

25－5111 

55－2125 

47－2021 

 

25－5111 

20－5520 

04－7097－1221 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

 

25－5111 

 

（館山） 

 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（鋸南） 

（和田） 

 

（館山） 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

（館山） 

7月　3日（土）午後 

 

7月　4日（日） 

 

 

7月10日（土）午後 

 

7月11日（日） 

 

 

7月17日（土）午後 

 

7月18日（日） 

 

 

 

7月19日（月） 

 

 

 

7月24日（土）午後 

 

7月25日（日） 

 

 

7月31日（土）午後 

 

 

※　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｡

※ 第56回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書が入り
ました｡夏休み中は利用希望が多くなるため、お早めにご利用
ください｡

◇千倉図書館新着図書紹介（問い合わせ TEL40－1120）◇

地
球
環
境
保
護
の
た
め
、
こ
の
用
紙
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

イベント・募集情報 

子育て情報 子育て情報 

健康情報 健康情報 

健康・介護情報 

健康情報 

行政情報 行政情報 

講座・講習情報 講座・講習情報 

募集・講習情報 募集・講習情報 

募集・試験情報 募集・試験情報 

募集情報 募集情報 

教室・研修情報 教室・研修情報 

お知らせ お知らせ お知らせ 

イベント・募集情報 

イベント情報 イベント情報 

くらしの情報 くらしの情報 

子育て情報 子育て情報 

子育て情報 子育て情報 

津本　　陽

北原亜以子

室積　　光

沖　　幸子

永　　六輔

立川　談志

瀬戸内寂聴

北川　博敏

湊　かなえ

道尾　秀介

ジャック　デュケノワ

横溝　英一

木坂　　涼

横山　充男

ひさかたチャイルド

神沢　利子

やなせたかし

かわな　静

イソップ

Ｅ．リチャード　チャーチル

多重債務でお困りの人を対象に、弁護士や司法書士
などによる債務整理や生活再建のための無料相談会を
開催します｡
多重債務問題にお悩みの人、解決に向けて相談をし

たい人は、ぜひご活用ください｡
日　　時 7月13日（火）

午前10時から午後4時まで
場　　所 千葉県教育会館

（千葉市中央区中央4－13－10）
相談方式 面接による相談
申込方法 電話による事前申し込み

予約受付時間は、平日の午前9時から午後5
時までです｡

申込および問い合わせ
県庁県民生活課消費者行政推進室
TEL 043－223－2292

多重債務無料相談会

目の見え方で悩んでいる児童や保護者、関係者の皆
さんを対象にサマースクールを開催します｡

場　　所 県立千葉盲学校（四街道市大日468－1）
内　　容 拡大読書器具など補助具や授業の体験、教

材教具の紹介など｡
申込期限 7月15日（木）
申込および問い合わせ

県立千葉盲学校　TEL 043－422－0231

千葉盲学校サマースクール

日　　　時 対　象　者 

8月3日 
（火） 

8月4日 
（水） 

9：30 
～14：40 
 

児童・生徒とその保護者 
 

視覚障害児と関わりのあ 
る関係者 


