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行政相談 
10日（火） 
11日（水） 
13日（金） 
18日（水） 
20日（金） 
〃　　 

25日（水） 

各 種 無 料 相 談 

6日（金） 
12日（木） 
20日（金） 

とみうら元気倶楽部 
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 14:00～16:00

10:00～12:00 ちくら介護予防センター 

結婚相談 

6日（金） 

16日（月） 

今月は女性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

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

10日（火） 
11日（水） 
13日（金） 
18日（水） 
20日（金） 
　〃 　　 
25日（水） 

女性のための健康相談 

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

日 曜 行　　　　　事 日 曜 行　　　　　事 

1 日 

3 火 19 木 

18 水 

17 火 

16 月 

20 金 

22 日 

23 月 

21 土 

24 火 

25 水 

26 木 

27 金 

28 土 

29 日 

30 月 

31 火 15 日 

14 土 

13 金 

6 金 

9 月 

11 水 

12 木 

 

火 10

7 土 

日 8

◇長崎原爆の日 

木 5

4 水 

ちくらＢＯＮフェスタ（千倉漁港）19:00～ 
南房総人形劇フェスティバル 

千倉おはなし会（千倉図書館） 14：00～ 
 
◇終戦記念日 
南房総人形劇フェスティバル 

三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）10:00～11:30

読み聞かせ教室（三芳農村環境改善センター）10：00～ 
第23回関東地区ミニバスケットボール 
南房総市TOMIURAさざ波大会　～22日 
第33回黒潮サッカーフェスティバル　～22日 

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～ 

◇処暑 

三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）10:00～11:30

市県民税第2期、国民健康保険税第2期、 
後期高齢者医療保険料第2期 
および介護保険料第3期納期限 

市防災訓練（三芳中学校）8：30～ 

第19回南房総ふせひめ少年野球大会　  ～29日 

ふるさと美化運動（和田地区） 

固定資産税第2期、国民健康保険税第1期 
および後期高齢者医療保険料第1期納期限 

岩井海岸花火大会19:30～ 

◇広島平和記念日 

◇立秋　鼻の日 

南房総人形劇フェスティバル　～11日 

映画会（富山公民館）19：00～ 

2 月 

安房健康福祉センター 

※事前の予約が必要です 



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 

■8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　8月19日（木）　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　8月13日（金）食材準備のため 

日　　時　8月11日（水）　午前10時30分から午前11時30分まで 
内　　容　保健師による講話、年齢にあわせた親子遊びや手遊び（2カ月からお座りができる子ども対象） 
定　　員　10組程度　　申込期限　8月10日（火） 

　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｡ 

■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　8月27日（金）午前10時から正午まで（申し込み不要） 

■親子きずなの教室（両親学級） 
　妊娠中を健康に過ごせるよう、また友だちづくりの場として妊婦の人とその家族（夫、祖父母など） 
を対象に開催します｡希望される人は事前に申し込みください｡ 
 

日　　時　8月31日（火）午前10時30分から午前11時まで　　申込期限　8月30日（月） 

■ボディーペインティング 
内　　容　 
 
 
持 ち 物　着替え、体を拭くタオル 

■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　8月27日（金）午前11時から午前11時30分まで（申し込み不要）  

日　　時 

10:00～11:30 
（申し込み不要）※雨天中止 

8月12日（木） 
8月20日（金） 

　ボディーペイント用の絵の具を体に塗っ
たり、絵の具の感触を楽しむ遊びです。戸
外で水遊びと一緒に楽しみます｡ 

日　　時 内　　容 
 妊娠中の過ごし方について 

出産のための体と心の準備について 
 妊娠中の食事について 
 赤ちゃんとの生活について 

8月19日（木） 
8月25日（水） 
9月　2日（木） 
9月15日（水） 

13：00～15：30

9：45～13：00 
13：00～15：30

1回目 
2回目 
3回目 
4回目 
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イベント・募集情報 

子育て情報 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 

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 

三芳保健福祉センター 3歳4カ月～3歳6カ月 

場　　所 対象児 

8月11日(水)

【3歳児健康診査】 受付時間　12:45～13:00

和田地域福祉センター 1歳6カ月～1歳8カ月 8月5日(木) 

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

白浜保健福祉センター 2歳6カ月～2歳8カ月 8月4日(水)

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



南房総市、三芳水道企業団、南房総広域水道企業団および安房郡市広域市町村圏
事務組合では、平成23年度採用予定の職員採用試験を次のとおり行います｡
受付期間 8月2日（月）から8月13日（金）まで

※郵送の場合は、8月13日（金）までの消印のあるものに限り、受け付
けます｡

受付場所 南房総市総務課　
※消防職は、南房総市総務課と安房郡市消防本部総務課で受け付けますが、三芳水道企業団職員は
三芳水道企業団で、南房総広域水道企業団職員は南房総広域水道企業団でのみ受け付けます｡

試 験 日 第1次試験　9月19日（日） 第2次試験　11月予定
第1次試験合格発表 10月22日（金）
申込書などの請求先
南房総市総務課、各支所、三芳水道企業団総務係、南房総広域水道企業団および安

房郡市消防本部総務課で配布します｡市ホームページから入手することもできます｡
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南房総市職員・三芳水道企業団職員・南房総広域水道企業団職員・消防職員の募集

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 

南房総市職員 
 

三芳水道企業団職員 

問い合わせ　総務課　TEL 33－1032

問い合わせ　三芳水道企業団総務係　TEL 22－3729

問い合わせ　安房郡市消防本部総務課　　　　TEL 22－2902 
　　　　　　安房郡市広域市町村圏事務組合　TEL 22－5633

職　種 採用予定 受　験　資　格 

一般行政職 
（初級） 

保育士職 

6人 

1人 

昭和50年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた者で、学歴を 
問わない｡ 
 

職　種 採用予定 受　験　資　格 

化学技術職 
（初級） 

1人 昭和50年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた者で、学歴を 
問わない｡ 

南房総広域水道企業団職員 

問い合わせ　南房総広域水道企業団業務課　TEL 0470－82－5651

職　種 採用予定 受　験　資　格 

電気技術職 
（初級） 

1人 昭和57年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた者で、学歴を 
問わない｡ 

安房郡市広域市町村圏事務組合職員 

職　種 採用予定 受　験　資　格 

消防職 9人 

昭和50年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた者で、保育士 
および幼稚園教諭の資格を有する者または平成23年3月31日まで
に資格取得見込の者｡ 

昭和57年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた者で、学歴を
問わない｡ 
身体資格　(1)視力　矯正視力1．0以上　 
            　(2)聴力・言語および運動機能　消防職務遂行上支障がないこと 
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イベント・募集情報 

子育て情報 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 

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 

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合についての
限度額は、上記の額に次の額を加算した額になります｡
①本人の場合は、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につ
き15万円
②扶養義務者などの場合は、老人扶養親族1人につき（当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいない
ときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき）6万円

母子家庭を支給対象としていた児童扶養手当が、平成22年8月分から父子家庭にも支給されることに
なりました｡
■児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭（ひとり親家庭）

の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です｡
■手当額（月額）
請求者が監護・養育する子どもの数や請求者の所得などにより決められます｡
・児童1人の場合　　全部支給：41,720円、一部支給：41,710円から9,850円
・児童2人以上の加算額　　2人目：5,000円、3人目以降1人につき：3,000円
■父子家庭の支給要件

次の条件にあてはまる18歳に達する日以降最初の3月31日までの子どもを
監護し、かつ、生計を同じくしている父に支給されます｡ただし、所得制限
があります｡
①父母が婚姻を解消した子ども
②母が死亡した子ども
③母が一定程度の障害の状態にある子ども
④母の生死が明らかでない子ども
⑤その他（母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻しない
で生まれた子どもなど）
※個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、子育て支援課にご相談ください｡
■所得制限限度額

請求者（本人）の前年の収入から給与所得控除（経費）、医療費などの控除、社会保険料相当額（一
律80,000円）を控除した所得額と下表の額を比較して、全部支給、一部支給が決定します｡

父子家庭にも児童扶養手当が支給されます

扶養親族の数 扶養義務者など 
請求者（本人） 

全部支給 一部支給 

0人 

1人 

2人 

3人 

4人 

5人 

190,000円 

　570,000円 

　950,000円 

1,330,000円 

1,710,000円 

2,090,000円 

1,920,000円 

2,300,000円 

2,680,000円 

3,060,000円 

3,440,000円 

3,820,000円 

2,360,000円 

2,740,000円 

3,120,000円 

3,500,000円 

3,880,000円 

4,260,000円 
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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 

市の回収は、午前8時30分から作業を開始します｡草や小枝は束ねて土砂と区別してください｡
雨天などで延期の場合は、区長さんを通じて連絡します｡
問い合わせ 建設課　TEL 33－1109

平成22年度南房総市一般会計補正予算（第2号）が6月30日付けで専決処分されました｡
これにより、一般会計予算は、歳入と歳出にそれぞれ312万4千円を追加し、補正後の総額は、

208億6,330万5千円となりました｡
今回の補正は、市消防団が7月24日（土）に行われる県消防操法大会に出場するための経費を追加す

るものです｡
問い合わせ 財政課　TEL 33－1022

イベント・募集情報 

子育て情報 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 

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 

■手当を受けるための手続き
子育て支援課へ必要書類を添えて申請してください｡
平成22年11月30日までに申請いただくと、次の取り扱いになります｡
・平成22年7月31日までに父子家庭としての支給要件に該当している人
11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます｡
※11月30日を過ぎると、「申請した月の翌月分」からの支給になり
ます。早めに手続きをしてください｡
なお、8月から11月分の手当が支給されるのは12月です｡

・平成22年8月1日以降、11月30日までに父子家庭としての支給要件に該当した人
11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日の翌月分」から支給されます｡

■必要書類など
・請求者、児童、扶養義務者の世帯全員の住民票（本籍、続柄の省略がないもの）
・請求者、児童の戸籍謄本
・請求者、児童の保険証
・請求者の年金手帳
・請求者名義の通帳
・アパート（借家）の契約書の写し（借家の場合）
・印鑑（ゴム印不可）
※家庭の状況によっては、ほかの書類などが必要な場合がありますので、申請前に必ずお問い合わせ
ください｡

問い合わせ 子育て支援課　TEL 36－1153

千倉地区道路側溝などの清掃日程

一般会計補正予算（第2号）

8月23日(月) 

8月24日(火) 

8月25日(水) 

8月30日(月) 

8月31日(火)

下瀬戸(西ノ原・馬場・駅前・ 稲子沢)・椎の木原 

下瀬戸(矢原・長井)・白子・川合・久保 

大貫・川戸・宇田・上瀬戸 

平舘・北千倉・南千倉・寺庭・谷津・岡瀬田・牧田 

白間津・大川・千田・平磯・川口・忽戸 

8月22日(日) 

8月29日(日)

実　　　施　　　区　　　域 清掃日 収集日 



【一般書】

お菓子の基本

北野武　今、63歳

代表作時代小説　平成22年度

泥の蝶

交渉人・篭城

ええもんひとつ

思い出コロッケ

寂聴辻説法

小福歳時記

悪貨

【児童書】

ちいさなおうさま

いいことがありました

3にん4きゃく、イヌ1ぴき

中学生ｅｃｏの自由研究

キッチン＊おもしろ自由研究

ぞうはわすれないよ

嵐の夜の幽霊海賊

私は売られてきた

時のかなたの人魚の島

くじらの歌　

6

◇8月の救急当番医◇ 

安房地域医療センター 
平野眼科 
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 
 
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
赤門整形外科内科 
中原病院 

25－5111 
27－3636 
04－7092－1207 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122 
 
25－5111 
 
25－5111 
55－2125 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－0008 
47－2021 

（館山） 
（館山） 
（鴨川） 
 
（館山） 
 
（館山） 
（館山） 
 
（館山） 
 
（館山） 
（鋸南） 
 
（館山） 
 
（館山） 
（館山） 
 
（館山） 
 
（館山） 
（館山） 
（和田） 

8月　1日（日） 
 
 
 
8月　7日（土）午後 
 
8月　8日（日） 
 
 
8月14日（土）午後 
 
8月15日（日） 
 
 
8月21日（土）午後 
 
8月22日（日） 
 
 
8月28日（土）午後 
 
8月29日（日） 
 
 
 

※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 

辻調グループ校エコール辻東京製菓研究室

北野　　武

日本文芸家協会

津本　　陽

五十嵐貴久

山本　兼一

諸田　玲子

瀬戸内寂聴

群　ようこ

島田　雅彦

三浦　太郎

もりやまみやこ

たからしげる

ガリレオ工房

ガリレオ工房

アヌシュカ　ラヴィシャンカール

メアリー　ポープ　オズボーン

パトリシア　マコーミック

富安　陽子

ウーリー　オルレブ

日　　時 9月1日（水）午後1時から午後4時まで
場　　所 南房総市富山支所
事前申込 8月16日（月）午前9時から受け付けます｡
定　　員 6人
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

高齢者の皆さんの長寿に敬意と祝意を表し、敬老会
へご招待します｡
対 象 者 市内にお住まいの65歳以上の人
日　　時 10月7日（木）午後1時30分から
場　　所 県南総文化ホール
内　　容 プロ芸人による芸能ショーほか
申込期限 8月20日（金）
申込方法 各世帯に配布される申込用紙に記入して、

社会福祉協議会の各地域福祉センターへ申し
込んでください｡

問い合わせ 社会福祉協議会　TEL 44－3577

無料法律相談

敬老会へご招待

市では、加工食品の開発から起業まで、幅広くサポ
ートする「起業家サロン」を開設しています｡
加工品の味やパッケージのデザインなど、開発や起業

に関するさまざまな課題や疑問を、専門家に相談できま
す。相談料は無料です｡お気軽にお問い合わせください｡
※食品に関する分野に限らせていただきます｡
日　　時 専門家と調整のうえ、指定します｡ 
申込方法 所定の申込用紙で申し込んでください。

申込用紙は市役所本庁、各支所にあります。
市ホームページで「起業家サロン」で検索して
も入手できます｡

申込期限 平成23年2月23日（水）まで随時
申込および問い合わせ

地域資源再生室　TEL 33－1073

加工食品起業家サロン開設


