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13:30～16:00

とみうら元気倶楽部 
千倉支所 
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 

行政相談 
8日（水） 
10日（金） 
〃　　 

15日（水） 
17日（金） 
20日（月） 
22日（水） 

各 種 無 料 相 談 

8日（水） 
10日（金） 
〃　　 

15日（水） 
17日（金） 
20日（月） 
22日（水） 

 

とみうら元気倶楽部 
富山支所 
ちくら介護予防センター 
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 

心配ごと相談　13:30～16:00

人権相談　10:00～15:00

 

日 曜 行　　　　　事 日 曜 行　　　　　事 

1 水 

2 木 

3 金 

19 日 

20 月 

22 水 

23 木 

21 火 

24 金 

25 土 

26 日 

27 月 

28 火 

30 木 

17 金 

18 土 

15 水 

14 火 

16 木 

4 土 

5 日 

6 月 

8 水 

7 火 

11 土 

13 月 

9 木 

10 金 

12 日 

　事前予約申し込みを4月20日（月）午前9時から受け付け 
ます。定員は6人です。 

申込および問い合わせ　社会福祉協議会　TEL  44－3577

法律相談 

10:00～12:00 ちくら介護予防センター 

14:00～16:00 安房健康福祉センター 

結婚相談 

3日（金） 

20日（月） 
今月は女性医師による相談を行います。 
申込および問い合わせ　安房健康福祉センター　TEL22－4511

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

第4回南房総市ママさんバレーボール大会 
　　　　　　　（丸山体育館ほか）8：30～ 

◇清明 
ふるさと美化運動（和田地区） 

市内小学校・幼稚園入学（園）式 

第3回南房総地区春季野球大会開幕（～5月下旬） 

交通安全の集い（健田小学校体育館）10:10～12:00

◇世界保健デー 
市内中学校入学式 

狂犬病予防集合注射   ～14日（土・日曜日を除く） 

◇科学技術週間 

◇メートル法公布記念日 
おはなし会（千倉図書館）14:00～14:45

◇春の全国交通安全運動  ～15日 

◇新学年 

◇世界自閉症啓発デー　発達障害啓発週間 

白浜支所 
とみうら元気倶楽部 
三芳農村環境改善センター 
丸山公民館 

9日（木） 
10日（金） 
14日（火） 
20日（月） 

13:00～16:00 ちくら介護予防センター 5月13日（水） 

◇土用 

◇発明の日 

◇穀雨　郵便週間 

介護保険料第１期納期限 

昭和の日 

10:00～11:30 
10:00～11:30

三芳保健福祉センター 
三芳保健福祉センター 

育児相談 
10日（金） 
22日（水） 

子育て支援課　TEL　36－1153

　　　※ 電話でも随時相談を受け付けています。 

女性のための健康相談 ※事前の予約が必要です。 

29 水 
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乳幼児健康診査

千倉保健センター 2歳6カ月～2歳8カ月 4月14日（火） 

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

実施日 

4月23日（木） 富山保健福祉センター 3歳4カ月～3歳6カ月 

場　　所 対象児 

【3歳児健康診査】 受付時間　12:45～13:00

白浜保健福祉センター 1歳6カ月～1歳8カ月 4月8日（水） 

実施日 場　　所 対象児 

【1歳6カ月児健康診査】 受付時間　12:45～13:00

実施日 

4月15日（水） 

4月21日（火） 

4月24日（金） 

千倉保健センター 

三芳保健福祉センター 

千倉保健センター 

H13.10.16～H21.1.16生 

H13.10.22～H21.1.22生 

H13.10.25～H21.1.25生 

場　　所 対象児 

【ポリオ】 受付時間　13:00～13:20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。

一貫した子育て支援を行うため、乳幼児健
康診査などの母子保健業務と子どもの予防接
種は、子育て支援課が窓口となります。

子育て応援特別手当 ～平成20年度緊急措置～

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 

行政情報 行政情報 

講座・講習情報 講座・講習情報 

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 

日　時 4月17日（金）午前10時から午後1時まで
場　所 三芳保健福祉センター
内　容 離乳食を始めるタイミングと進め方
対　象 生後4カ月から6カ月のお子さんを持つ保護者
定　員 6組　　　　申込期限 4月15日（水）

◇ 子育て応援特別手当とは
多子世帯の幼児教育期の負担に配慮する観点から、

幼児教育期の第2子以降の子どもを対象に手当を支給
するものです。
◇ 対象となる子ども
平成20年度に小学校就学前3年間に該当する子ども

（生年月日が平成14年4月2日から平成17年4月1日まで
の子ども）で、第2子以降の子どもが対象となります。
※ 第2子の判定は、18歳以下の子ども（生年月日
が平成2年4月2日以後の子ども)の中から年齢順に
第1子、第2子と数えます。
対象となる子どもと第1子が別居しているとき

は、同じ人に扶養されていることを確認しますの
で、申請の際に医療保険の被保険者証の写しなど
が必要となります。

◇ 手当の額
対象となる子ども1人あたり36,000円を、同居して

いる世帯主に支給します。
◇ 支給手続き
手当の受給には、対象となる子どもと同居している

世帯主が、申請を行うことが必要です。
手当の支払いは、口座振込で行います。住民基本台

帳で確認できる家庭には、4月に申請書を送付する予
定です。

４月から窓口が変わります！

申込および問い合わせ　子育て支援課　 TEL 36－1153

離乳食教室
※参加を希望される場合は、
事前の申し込みが必要です。

予防接種【4月の予防接種（集団）日程】

子育て応援特別手当の例

Ａさん世帯　3.6万円×2人＝7.2万円 

対象となる子ども 

H2.4.2～H17.4.1生の子ども 

H14.4.2～H17.4.1生の子ども 

H14.4.2～H17.4.1生の子ども 

世帯にいる子ども 

H17.4.2生 
以後の子ども 

２
人
目 

３
人
目 

１
人
目 

２
人
目 

1人目 4人目 世帯主 

Ｂさん世帯　3.6万円×1人＝3.6万円 

対象となる子ども 

H2.4.2～H17.4.1生の子ども 

世帯にいる子ども 

H17.4.2生 
以後の子ども 

3人目 世帯主 
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日　　時 4月21日（火）
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
講　　師 保健師　　定　　員 30人
申込期限 4月17日（金）
※毎月開催します。参加を希望される場合は、事前の
申し込みが必要です。
申込および問い合わせ 健康増進課 TEL  36－1152

いきいき運動教室開催

県は里山条例により、5月18日を「里山の日」、5月
を里山月間とし、里山フェスティバルを開催します。
体験コース 「南房総おんだら山」

～里山活動とわらじづくり体験コース～
日　　　時 5月24日（日）

午前10時から午後3時まで
定　　　員 60人（内現地集合者20人）
バス乗車駅 千葉駅・君津駅
参　加　費 現地集合者無料（バス利用者500円）
申 込 方 法 往復はがきに体験コース名、参加者全員

（1通につき4人まで）の住所、氏名、年
齢、電話番号、送迎バス利用の有無と乗
車駅、返信用あて先を書いて郵送

申 込 期 限 4月24日（金）消印有効
（申込多数抽選）

申込および問い合わせ
〒299－0265
袖ヶ浦市長浦拓2号580－148
ちば里山センター
TEL 0438－62－8895
http://www.chiba-satoyama.net

里山フェスティバル開催
～森林整備や自然観察などを1日体験する里山体験～

大谷クリーンセンターでは、4月から一般家庭から出
るごみに限り、受け入れ日時を追加します。
従来の受け入れ日時
毎週月曜日から金曜日まで（祝日は休み）
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後4時まで
追加受け入れ日時 毎月第2日曜日
午前8時30分から午前11時30分まで
※ごみの持ち込み方法に変更はありません。
問い合わせ 鋸南地区環境衛生組合

大谷クリーンセンター TEL  57－2646

富浦・富山・三芳地区
一般家庭ごみの受け入れ日時を追加します

この通知書は、利用したサービスの内容（サービス
事業所名、サービスの種類、回数、保険給付額、利用
者負担額など）をお知らせするものです。「介護保険
給付費通知」は、年に2回送付する予定です（毎月送
付するものではありません）。通知書により手続きを
行う必要はありません。
問い合わせ 高齢者福祉課　TEL 36－1154

介護保険の給付費通知を郵送します
～7月から12月までの介護保険サービス利用者が対象～

Ｂ＆Ｇ千倉海洋クラブでは、海洋性スポーツ（ヨッ
ト、カヌーなど）に興味がある男女を募集しています。
募集対象 原則小学校4年生以上の健康な男女

（成人も大歓迎）
募集人数 20人程度
活動期間 5月17日（日）から8月末までの日曜日
活動場所 千倉漁港（平舘側）
会　　費 入会金500円　年会費3,000円
申込および問い合わせ
Ｂ＆Ｇ千倉海洋クラブ事務局（千倉Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター内） TEL 44－3381 FAX 44－3382

Ｂ＆Ｇ千倉海洋クラブ員募集
～カヌーやヨットに乗ってみませんか？～

白浜・千倉・丸山地区では、祝日の月曜日もごみ収
集を行います。詳しくは、ごみ収集カレンダーをご覧
ください。
収　集　日 7月20日（月）海の日

11月23日（月）勤労感謝の日
平成22年　3月22日（月）春分の日の振替休日

問い合わせ 千倉清掃センター　TEL 44－1263

白浜・千倉・丸山地区
祝日の月曜日も収集します

4月から千葉地方法務局館山支局における国籍事務
の取り扱いを変更します。南房総市に住所を有する人
の届出または申請などは、千葉地方法務局戸籍課で手
続きをすることになります。
帰化許可申請
外国人が日本国籍取得のため、法務大臣に申請する。
届出による国籍取得
国籍法に定められた外国籍の人が、届出することで

日本国籍を取得する。
国籍離脱
日本国籍とそれ以外の国籍を持つ重国籍の人が日本

国籍を離脱する。
その他の国籍に関する相談
問い合わせ 〒260-8518  千葉市中央区中央港1－11－3
千葉地方法務局戸籍課　TEL 043－302－1317

千葉地方法務局館山支局における
国籍事務の取り扱いの変更
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～みんなでつくろう　交通安全県ちば～
～じこがない　そんなまいにち

うれしいな～

春の全国交通安全運動 4／10交通事故死ゼロを目指す日

期　間　4月6日（月）～15日（水）



問い合わせ 企画政策課定額給付金係　TEL20－4480

定額給付金の裏づけとなる第2次補正予算関連
法案が3月4日（水）衆議院本会議で成立しまし
た。市では、早期に給付金の支給ができるよう、
現在、準備を進めています。具体的な内容など
は「広報みなみぼうそう4月号」や「市ホームペ
ージ」でお知らせします。
給付対象者 平成21年2月1日（基準日）に市の
住民基本台帳などに記録されている人
給　付　額
1人につき12,000円を支給します（ただし、

基準日において65歳以上の人および18歳以下の
人については20,000円を支給します）。
今後の日程
申請書の発送 4月6日（月）世帯主宛に郵送
申 請 期 間 4月6日（月）から6カ月間
給 付 開 始 5月上旬（原則、口座振込）

※申請書は、基準日現在の住所に送付します。引っ
越しや単身世帯で施設などへ入所の場合など、郵便
物が届かない恐れがあります。転居した場合は、郵
便局の「転居・転送サービス」をご利用ください。

〇 市や総務省などがＡＴＭ（銀行・コンビニなどの
現金自動預払機）の操作をお願いすることは、絶対
にありません。
〇 ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込
んでもらうことは絶対にできません。
〇 市や総務省などが、「定額給付金」の給付のため
に、手数料などの振り込みを求めることは絶対にあ
りません。
※ 自宅や職場などに市や総務省（の職員）などをか
たった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いた
りしたときは、迷わず、最寄りの警察署（または警
察相談電話（♯9110））にご連絡ください。

【一般書】
通園・通学のおべんとう
自分で直せる！住まいの補修術
こんな感じ
うつくしい人
闇の陽炎衆
ま、いっか。
子供と声を出して読みたい美しい日本の詩歌
愛情子ども食堂
手づくりしたい！ナイトウエアと小物
そろそろ最後の恋がしたい　
【児童書】
ばばばあちゃんのなんでもおこのみやき
こぶとりじいさん
巨大ダコと海の神秘
魔女になれるおまじない！！
その気になった！
オオカミのおうさま
ぞくぞく村ののっぺらぼうペラさん
さんすうおり紙
きせつのおり紙
ランドセルのはるやすみ

主婦の友社
ＮＨＫ出版
群　ようこ
西　加奈子
森村　誠一
浅田　次郎
土屋　秀宇

小学館
木所　未貴
唯川　　恵

さとうわきこ
いもとようこ

メアリー　ポープ　オズボーン
藤　真知子
五味　太郎

きむらゆういち
末吉　暁子
新宮　文明
新宮　文明
村上しいこ
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◇4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 

ファミール産院 

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 

 

安房地域医療センター 

館山病院 

 

安房地域医療センター 

赤門整形外科内科 

原クリニック 

25－5111 

 

25－5111 

24－1135 

04－7092－1207 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

 

25－5111 

 

25－5111 

55－2125 

47－2021 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

 

25－5111 

22－0008 

24－5711 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（鋸南） 

（和田） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

（館山） 

 

4月　4日（土）午後 

 

4月　5日（日） 

 

 

 

4月11日（土）午後 

 

4月12日（日） 

 

 

4月18日（土）午後 

 

4月19日（日） 

 

 

 

4月25日（土）午後 

 

4月26日（日） 

 

 

4月29日（水） 

 

※図書館には、ここに紹介した本以外にも合わせて毎月200冊程度の新刊
が入っています。ぜひ、ご利用ください。また、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。
※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
。

定額給付金 ～生活支援と地域の経済対策～
定額給付金の給付をよそおった
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」

にご注意ください！
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子育て情報 子育て情報 

健康情報 健康情報 

行政情報 行政情報 

講座・講習情報 講座・講習情報 

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 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 


