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申込および問い合わせ　社会福祉協議会　TEL  44－3577

13:00～16:0011月4日(水)

 

土 10

7 水 

木 8

◇寒露 
献血（三芳保健福祉センター） 
　　 10:00～11:45/13:00～15:30 
南房総市敬老会（県南総文化ホール）13:30～ 

丸地区祭礼（丸山地区） 

富山ふせひめ体育大会（富山多目的運動場）9：00～ 

住みよい地域づくりのためのはじめの一歩講座 
　　　　　　　　　（市役所別館1）14：00～ 

◇目の愛護デー 
深名区・大宮区祭礼（富浦地区） 
千倉の秋祭り・安馬谷八幡神社祭礼（丸山地区）・ 
和田・北三原・松海東組・松海中組地区祭礼～11日 
第3回市民環境大学(千倉保健センター) 
                                              13:30～ 
おはなし会（千倉図書館）14:00～14:45

月 5

4 日 
ふるさと美化運動（和田地区） 
南房総市防災訓練（白浜小学校）9:00～ 
 

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 

8日(木) 
9日(金) 
13日(火) 
20日(火)

事前予約申し込みを10月19日（月）午前9時から受け付けます。 

法律相談 

◇土用　皇后誕生日 

◇霜降　電信電話記念日 

◇原子力の日 

◇読書週間 
石堂地区祭礼（丸山地区） 

◇十三夜 

三芳地区体育祭（三芳中学校）9：00～ 

文化祭（千倉公民館）9：00～　～11月1日 

◇国連の日 
平群天神社祭礼（富山地区） 
第4回市民環境大学(千倉保健センター) 
　　　　　　　　　　   　 　　13：30～ 

　　体育の日 

定員は6人です 

29 木 

◇共同募金　法の日 

◇十五夜 
富浦幼稚園運動会 
丸本郷丸上地区祭礼（丸山地区） 
 

◇鉄道の日 

◇貯蓄の日 

2 金 

育児相談・結婚相談・整形外科相談・女性のための健康 
相談は、6頁に掲載 

白浜保健福祉センター 

◇統計の日 
南房総市軽スポーツ大会内房地区・外房地区 
予選会（富山中学校・白浜小学校）13:30～ 



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。（住所　珠師ヶ谷1289－13） 

　  にこにこ教室 
日　　時　10月15日（木）・16日（金）午前10時30分から午前11時30分まで 
対 象 児　15日は、平成19年4月生まれからハイハイができる子どもまで（定員10組） 
　　　　　16日は、平成17年4月生まれから平成19年3月生まれまでの子ども（定員20組） 
内　　容　年齢にあわせた親子遊びや手遊び　　　申込期限　10月10日（土） 
　 10月生まれの子どもを対象に誕生会を開催 
日　　時　10月23日（金）午前10時30分から午前11時まで　　申込期限　10月17日（土） 
　 もぐもぐ教室（離乳食教室） 
日　　時　10月29日（木）午前9時30分から午前11時30分まで 
内　　容　離乳食を始めるタイミングと進め方（4カ月から6カ月児対象）　　 
定　　員　8組　　　申込期限　10月22日（木）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　10月30日（金）午前10時から午前11時30分まで（申込不要） 
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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 

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 

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

千倉保健センター 2歳6カ月～2歳8カ月 10月19日(月) 

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 

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 

10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 10月6日(火)

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

対象となる子ども
平成21年度において小学校就学前3年間に該当する子ども
（生年月日が平成15年4月2日から平成18年4月1日までの子ども）
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。

※　子育て応援特別手当（平成21年度版）の申請受付開始などは後日、広報紙などでお知らせします。
事情により今お住まいの市区町村に住民登録できないＤＶ被害者への支援措置
子育て応援特別手当（平成21年度版）は、住民登録に基づいて支給することを原則としますが、ＤＶ被害者

（配偶者からの暴力の被害を受けている人）については支援措置を行います。ＤＶ被害者の人は、今お住まいの市
区町村で事前申請が必要になります。事前申請書を提出すると住民登録をされている市区町村へ連絡し、子育て
応援特別手当（平成21年度版）の支給対象者を世帯主からＤＶ被害者の人へ変更することができます。
事前申請期間 10月1日（木）から10月30日（金）まで（土・日曜日、祝日を除く）
事前申請場所 子育て支援課
必 要 書 類 ・ＤＶ被害者であることが確認できる書類　　・振込口座の通帳の写し など

子育て応援特別手当（平成21年度版）に関するお知らせ

いきいき運動教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 

いきいき運動教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 未来っこくらぶ おひさまくらぶ おひさまくらぶ 

もぐもぐ教室 もぐもぐ教室 
いきいき運動教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 
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未来っこくらぶ おひさまくらぶ おひさまくらぶ おひさまくらぶ 

もぐもぐ教室 もぐもぐ教室 

日　　時 10月9日（金）
午前10時から午前11時30分まで

場　　所 富山保健福祉センター
内　　容 乳幼児の食事について　　定　　員 30人
申込期限 10月7日（水）

幼稚園入園前の子どもとその保護者が交流できる場と
して、三芳保健福祉センターのホールを開放します。
日　　時 10月7日（水）・28日（水）

午前10時から午前11時30分まで
※　日にちが変更になりました。



介護についての知識や技術の普及、介護者同士の情
報交換や健康管理を目的に開催します。
日　　時 10月7日（水）午後2時から午後4時まで
場　　所 富山保健福祉センター
内　　容 ・寝たきりをつくらず、楽に体を動かす方法

・健康管理（ストレス耐性度・腰痛予防体操）
・意見交換・情報交換

参 加 費 無料
申込および問い合わせ
健康増進課　　　　　　　　　　TEL 36－1152
特別養護老人ホーム伏姫の郷　　TEL 58－2011
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南房総市軽スポーツ大会内房地区・外房地区予選会
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日　　時 10月18日（日）午後1時から
場　　所 内房地区 富山中学校

外房地区 白浜小学校
対 象 者 市内に在住または在勤の人
種　　目 ・ソフトバレーボール（女子・登録8人以内）

・グラウンド・ゴルフ（男女問わず・個人戦）
申込期限 10月5日（月）
※ 両予選会の上位者は、11月22日（日）に丸山中
学校で開催される本大会へ出場となります。
申込および問い合わせ 生涯学習課千倉総合運動公園
TEL 44－3381 FAX 44－3382

房総の文化資源ともいえる「里見氏」と「明治維新」
を題材にし、創作した構成吟を披露します。構成吟と
は、詩吟だけではなく、舞台照明や映像を取り入れる
など総合舞台芸術といえる作品です。
日　　時 10月10日（土）午後1時開演
場　　所 県文化会館（ＪＲ本千葉駅から徒歩10分）
入 場 料 全席自由・無料
出　　演 館山市詩吟連盟・館山市日本舞踊連盟・千

葉県吟剣詩舞道総連盟など
問い合わせ 館山市詩吟連盟　TEL 22－6369

歌謡吟でつづる構成吟「南総里見氏の興亡」「維新の風」

日　　時 12月8日（火）午後1時から午後4時まで（正午開場）
場　　所 県文化会館（ＪＲ本千葉駅から徒歩10分）
内　　容 特別講演 「私の取材ノート」～その時歴史が動いたの現場から～人権を訴えた歴史上の人びと

講　　師 松平定知さん（元ＮＨＫエグゼクティブアナウンサー）
コンサート
出　　演 立道聡子さん（シンガーソングライター）

定　　員 1400人（申込多数の場合は抽選） 入 場 料 無　料
申込方法 往復はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号、入場希望人数（1通につき2人まで）、託児サービス・

手話通訳・要約筆記希望の有無、返信用あて先を書いて郵送
応募期間 10月1日（木）から11月6日（金）必着
申込および問い合わせ ちばハートフル・ヒューマンフェスタ事務局（県健康福祉政策課内）

〒260－0855 県庁内郵便局留　TEL 043－223－2348 FAX 043－222－9023

高齢者の住宅整備について幅広い対応や対策を考慮しながら、住宅改修や福祉用具の利用が円滑に行えるよう
支援することを目的に開催します。
日　　時 10月20日（火）午前10時から午後4時30分まで　　場　　所 館山市コミュニティセンター
対　　象 ケアマネージャー・施工業者・福祉用具専門相談員・理学療法士・作業療法士で安房管内4市町被保

険者にかかわっている事業者
受 講 料 1500円（テキスト代含む） 定　　員 先着90人　　申込期限 10月13日（火）
申込用紙は、高齢者福祉課、市民課、各支所（三芳支所を除く）窓口にて配布しています。また、市ホームペ

ージに掲載していますのでご利用ください。
申込および問い合わせ 県在宅サービス事業者協議会　　千葉市中央区千葉港4－3 県社会福祉センター内

TEL 043－245－2941 FAX 043－244－5201

家 族 介 護 教 室

2回コースでウォーキング教室を開催します。歩き
方の基本から生活習慣病予防や関節の痛みがある場合
の対応など実技を交えて行います。1回のみの参加も
可能です。
日　　時 10月9日（金）・30日（金）

午後1時30分から午後3時30分まで
場　　所 富山公民館
講　　師 NPO法人ウォーキング研究所　駒崎勝さん
持 ち 物 室内用シューズ、タオル、飲み物
定　　員 30人　 申込期限 10月6日（火）
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

ちばハートフル・ヒューマンフェスタ2009

チームケアのための住宅改修・福祉用具研修会



計量法では、正確な計量の実施を確保し、計量の面
から消費者を守ることを目的として、商取引や証明に
使用している計量器は、2年に1回の定期検査を受ける
ことを義務付けています。
対象となる計量器をお使いの人は、次の日程で検査

を行いますので直接会場にお越しください。
なお、平成19年度の定期検査を受検された人には、

別途通知してあります。
対象となる計量器の例
・ スーパーや各種商店で商取引に使用している計量器
・ 宅配便取次店で使用する計量器
・ 病院や薬局の健康診断用体重計・調剤用はかり
・ 農家などが庭先販売などで使用する計量器
検査日程

時　　間 午前10時30分から午後3時まで
（ただし、正午から午後1時までは休憩時間）

※ 対象地区外でも受検できますが、その場合は事前
に商工観光課へご連絡ください。
問い合わせ 商工観光課　TEL 33－1092

水道加入者（三芳水道企業団加入者を除く）の皆さ
んにお知らせします。
メーター交換業務のため、10月1日（木）から10月

30日（金）までの間、市の水道指定業者が宅内に立ち
入ることがありますのでご協力ください。
水道メーターで漏水の点検を
「水道料金が急に値上がりした」との問い合わせが

あります。その原因の1つに漏水があります。
漏水は、水道メーターで確認できますので、定期的

な点検をお勧めします。
確認方法
1．家庭内の蛇口を全部締めた状態にします。
2．水道メーターのパイロットマークを(写真参照)を確
認してください。
・ 回って(動いて)いなけ
れば漏水はありません。
・ わずかでも回ってい
れば、漏水の可能性が
あります。早急に市の
水道指定工事店に修理
を依頼してください。

※ 営業などで使用水量が
多い事業所などでは、毎
日、決まった時間にメーターを読んで水量を確認す
ることをお勧めします。1日の使用水量を把握でき
ると同時に、早期に漏水を発見できます。
問い合わせ 業務課　TEL 46－2953

三芳水道企業団では、経営の効率化とサービス向上を
図るため、10月1日（木）からお客様サービスセンター
を設置します。お客様サービスセンターは、三芳水道企
業団から委託した(株)ジェネッツが業務を行います。
お客様サービスセンター業務内容
・ 窓口および電話による水道の使用開始や使用中
止届出などの受付業務
・ 水道料金の収納業務
・ 水道メーターの検針業務
・ 水道の使用開始、中止に伴う現地での開閉栓業務
・ 納入通知書の作成発送業務
・ 未納水道料金などの督促
お客様サービスセンター電話番号 TEL 25－7311
※ お客様サービスセンター職員（(株)ジェネッツの
社員・検針員）は、三芳水道企業団が交付する身分
証明書を必ず携帯しています。
問い合わせ 三芳水道企業団　TEL 22－3729
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水道メーターの交換を行います 計量器の定期検査

浄化槽は、トイレや台所、風呂などの排水を微生物
の働きにより浄化する設備です。適正な使用を心がけ、
定期的に保守点検・清掃を実施するとともに、必ず法
定検査を受けましょう。法定検査は、浄化槽の保守点
検・清掃が適正に行われ、正常に機能しているかどう
かをチェックするために指定検査機関が行うもので、
浄化槽管理者は毎年1回受検することが法令で義務づ
けられています。
また、単独処理浄化槽や汲み取りトイレを使われて

いる家庭からは生活排水が未処理で排出されており、
河川や海などの水質汚濁の原因になっています。合併
処理浄化槽などの設置をお願いします。
問い合わせ
浄化槽の管理について
県水質保全課　TEL 043－223－3813
法定検査について
指定検査機関（社）千葉県浄化槽検査センター
TEL 043－246－6283

浄化槽の点検・清掃で川や海をきれいに
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対象地区 日にち 場　　　所 

三　芳 
 

千　倉 
 

富　山 

白　浜 

丸　山 

和　田 

富　浦 

10月19日(月) 

10月20日(火) 

10月21日(水) 

10月22日(木) 

10月23日(金) 

10月26日(月) 

10月27日(火) 

10月28日(水)

三芳支所 
 

千倉保健センター 
 

富山支所 

白浜自然休養村管理センター 

丸山支所 

和田支所 

市役所本館前 

三芳水道企業団内にお客様サービスセンターを設置
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申請期限である10月6日（火）までに申請書
を提出しないと、定額給付金が受け取れなく
なりますので、ご注意ください。
給付を希望する人でまだ申請していない場

合は、早めの手続きをお願いします。
手元に定額給付金申請書が見当たらない人

は、ご連絡ください。
問い合わせ
企画政策課定額給付金係　TEL 20－4480

県労働委員会では、労働者個人と使用者の間で、解雇、
雇い止め、降格などの労使関係のトラブルが生じたときに、
公正・中立の立場からあっせんを行い、紛争解決のお手伝
いをしています。
相談は無料で、秘密は厳守されます。労働者、使用者の

どちらからでも利用できますので、労働条件をめぐるトラ
ブルなどでお困りの際は、ぜひご相談ください。
ただし、紛争の相手方があっせんに応じない場合などは、

あっせんは打ち切りとなりますのでご了承ください。
問い合わせ　
県労働委員会事務局　TEL 043－231－2131

個別的労使紛争のあっせんのご案内定額給付金の申請期限が近づいています
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責任を持って仕事をしながら、育児や自己啓発などもできる調和のとれた働き方を目指す「ワークライフバラ
ンス」という考え方が注目されています。八都県市（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・千
葉市・さいたま市）では、ワークライフバランス推進キャンペーンを実施中で11月4日(水)は職員の定時退庁を
徹底します。
皆さんの職場でも定時または早めに退社できるように働き方を見直してみませんか。
問い合わせ 県雇用労働課　TEL 043－223－2741
ホームページアドレス http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/f_rousei/kjst/cmpn.html

市内に居住する高齢者がタクシーを利用する際に利用料金の一部または全部を市が助成します。
対 象 者 次のすべてに該当する人が対象です。 ※　障害者福祉タクシー利用助成事業の対象者は除きます。
①　65歳以上の一人暮らしまたは、65歳以上のみの世帯 ②　世帯全員が自家用車を所有していない人
③　隣に自家用車を所有する親族がいない人　　　　　　　④　要介護認定を受けていない人
⑤　前年度の市町村民税が非課税の人
内　　容 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。1年間（年度）30枚までとなり
ます。

申請場所 高齢者福祉課、市民課、または各支所（三芳支所を除く）へ申請書を提出してください。申請書には、
地区民生委員による確認事項がありますので、記入してもらってください。

問い合わせ 高齢者福祉課　TEL 36－1154

県では、医療機関・薬局探しを支援するため、県内の病院や一般診療所、歯科診療所、助産所および薬局の情
報を検索できるホームページ「ちば医療なび」を開設しています。
「ちば医療なび」では、インターネットで診療科目や地域、キーワードなどの検索機能を設けているほか、携

帯電話での情報提供も行います。また、各医療機関の情報には、交通・周辺地図・駐車場など各設備の有無のほ
か、医師や医療スタッフの人数、対応する疾患や治療方法、治療実績、外来患者数、入院患者数なども掲載して
います。
ちば医療なび http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/ （県のホームページからもアクセスできます。）
携帯電話用ホームページ http://www.iryo.pref.chiba.lg.jp/mobile/
検索方法　診療時間・診療科目・最寄り駅・対応している疾患（病気）などの条件を組み合わせて検索できます。

（例）・がんの治療・手術 ・小児疾患　・女性医師による外来診療　・介護サービス・在宅医療
・車椅子利用者・障害者対応 など

問い合わせ 県医療整備課　TEL 043－223－3884 県薬務課　TEL 043－223－2614
県医療安全相談センター　TEL 043－223－3636

八都県市ワークライフバランス推進キャンペーン実施中

高齢者外出支援タクシー利用助成事業

県医療情報提供システム（愛称「ちば医療なび」）をご利用ください



県では、多重債務や違法な高金利・悪質な取り立て
などのヤミ金融でお悩み・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。
日　　時 11月9日（月）

午前10時から午後4時まで
場　　所 ホテルプラザ菜の花

（ＪＲ本千葉駅から徒歩2分）
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（先着順）

予約受付時間は、平日の午前8時45分から
午後5時30分までです。

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 043－223－2271

【一般書】
北門の狼
晩ごはん、何にする？
おれも武士（おとこ）
あるキング
夢うつつ
フリーター、家を買う。
花と流れ星
墨染の鎧　　　上　下
熱い風
トロワ
【児童書】
よかったなあ、かあちゃん
犬たちをおくる日
獣の奏者　　　3 4
ちいさなへいたい　
10ぴきのかえるのおつきみ
くまの楽器店
少年の木
ガールズ・ブルー　　2
算数病院事件
地球環境図鑑
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◇10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 

小林病院 

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 

富山国保病院 

 

安房地域医療センター 

 

安房地域医療センター 

鋸南病院 

太田整形外科医院 

 

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 

27－3811 

04－7092－1207 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

 

25－5111 

58－0301 

 

25－5111 

 

25－5111 

55－2125 

23－2318 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

 

25－5111 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

（館山） 

（富山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（鋸南） 

（館山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

（館山） 

10月　3日（土）午後 

 

10月　4日（日） 

 

 

 

10月10日（土）午後 

 

10月11日（日） 

 

 

10月12日（月） 

 

 

10月17日（土）午後 

 

10月18日（日） 

 

 

 

10月24日（土）午後 

 

10月25日（日） 

 

 

10月31日（土）午後 

 

 

※ 千倉図書館の本を借りたい場合は、各公民館の窓口にあり
ます予約・リクエスト申込書に記入してください。後日、公
民館にお届けします。ただし、貸出中の本については、多少
お時間をいただくこともあります。
※　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
。
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錢坂　　剛
河野　雅子
鳥羽　　亮
伊坂幸太郎
あさのあつこ
有川　　浩
道尾　秀介
火坂　雅志
小池真理子
石田　衣良

西本　鶏介
今西　乃子
上橋菜穂子

パウル　ヴェルレプト
間所ひさこ
安房　直子

マイケル　フォアマン
あさのあつこ
後藤　竜二

デヴィッド　デ　ロスチャイルド

第27回「目の愛護デー」無料電話相談 多重債務・ヤミ金融無料相談会

目の健康についての相談に千葉県眼科医会会員がお
答えします。事前申込は不要です。
日　　　　時 10月12日（月）

午前9時から午後1時まで
相談電話番号 043－242－4271
問い合わせ 千葉県眼科医会事務局

TEL 043－275－2354

14:00～16:00 安房健康福祉センター 19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　TEL 22－4511

女性のための健康相談 ※事前の予約が必要です。 

整形外科相談 

14:00～16:00
　リハビリテーション専門医師による相談を行います。 
申込および問い合わせ　健康増進課　TEL　36－1152

 富山保健福祉センター 8日(木) 

※事前の予約が必要です。 

 10:00～12:00 ちくら介護予防センター 

結婚相談 

2日(金)

13:30～15:00 
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 
2日(金) 
7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。 


