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行政相談 
10日（水） 
〃　　 

12日（金） 
17日（水） 
19日（金） 
22日（月） 
24日（水） 

各 種 無 料 相 談 

12日（金） 
 

22日（月） 

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

申込および問い合わせ　社会福祉協議会　TEL  44－3577

10:00～12:00  ちくら介護予防センター 

結婚相談 

5日（金） 

13:00～16:003月3日（水） 

とみうら元気倶楽部 
ちくら介護予防センター 
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（水） 
〃　　 

12日（金） 
17日（水） 
19日（金） 
22日（月） 
24日（水） 

　事前予約申し込みを2月15日（月）午前9時から受け付けます。 
定員は6人です。 

法律相談 

10:00～11:30 三芳保健福祉センター 

育児相談 

10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。 

白浜保健福祉センター 

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 月 

3 水 

19 金 

20 土 

22 月 

23 火 

21 日 

24 水 
25 木 

26 金 
27 土 

28 日 

18 木 

17 水 

14 日 

15 月 

16 火 

13 土 

6 土 

9 火 

11 木 

12 金 

 

水 10

7 日 

月 8

三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）10:00～11:30

金 5

4 木 

献血（三芳保健福祉センター） 
　　　10:00～11:45/13:00～15:30

◇節分 

◇立春 

真野大黒天大祭（丸山地区）8:00～ 

◇北方領土の日 
ふるさと美化運動（和田地区） 
第25回まほろば駅伝大会（三芳中学校）10：00～ 

◇針供養 

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～ 
高家神社梅見の会（千倉地区） 10:00～ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　～14日 
千倉おはなし会（千倉図書館）14:00～ 

◇バレンタインデー 
南房総食材を使った料理コンテスト第２次審査会 
(千倉社会福祉センター)14:00～ 

所得税確定申告および住民税申告受付開始 
　　　　　～3月15日（土・日曜日を除く） 

ふれあいウオーキング千倉大会（七浦小学校）9:15～ 
富山文化協会フェスティバル（富山公民館） 

三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）10:00～11:30

第21回小野派一刀流流祖忠明旗争奪関東小学生 
剣道大会（富浦体育館）8:30～ 
地産地消キックオフイベント 
　　　（白浜フローラルホール）10:00～ 

◇皇太子誕生日 

◇雨水 
読み聞かせ教室（三芳農村環境改善センター）10:00～ 

菜の花まつり(道の駅とみうら枇杷倶楽部） 
　　　　　　　　　10:00～　～21日 

　　建国記念の日 
金氣神社祭礼（富浦地区）6:00～ 

◇初午 
市県民税第４期、国民健康保険税第７期、 
後期高齢者医療保険料第７期納期限 

2 火 



昼間、保護者のいない家庭の幼稚園児および小学校児童に適切な遊び場と生活の場を与え、集団および個別指
導として民営による学童保育を行っています｡
入所を希望する人は、次の学童保育所（クラブ）、保育園へお問い合わせください（定員に限りがあります）｡
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平成22年4月からの民営学童保育所（クラブ）の入所申し込みを受け付けます
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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

千倉保健センター 2歳6カ月～2歳8カ月 2月10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

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 

2月17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 2月5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

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 
未来っこ 
くらぶ 
未来っこ 
くらぶ 

育児相談 育児相談 

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 2月8日（月）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 2月5日（金）

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

H18.4.2生～H19.4.1生 
H20.4.2生～ハイハイができる子ども 

H17.4.2生～H18.4.1生 
H19.4.2生～H20.4.1生 

 

2月12日 
（金） 

2月19日 
（金） 

 にこにこ教室 

2月生まれの子どもを対象に誕生会を開催 
 

もぐもぐ教室（離乳食教室） 

ボランティアによる「なごみ喫茶」 

日　　時　2月25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　2月19日（金）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 
申込期限　2月10日（水） 

　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　2月19日（金）午前10時から午後1時まで（申し込み不要） 

日　　時　2月26日（金）午前10時30分から午前11時まで　　申込期限　2月19日（金） 
ひなまつり会 
日　　時　3月3日（水）午前10時30分から午前11時まで（申し込み不要） 

名　　　　称 所　　在　　地 電　話　番　号 

岩井学童保育所 

丸山学童クラブ（丸山地区南学区） 

うさぎ学童クラブ（丸山地区丸学区） 

和田学童クラブ 

白浜保育園 

白浜東部保育園 

ゆうひが丘保育園 

竹内180 白鳩保育園内 

沓見98－1 南小学校内 

石堂312 丸幼稚園内 

和田町下三原358 南三原幼稚園内 

白浜町白浜2225 

白浜町白浜7098　 

千倉町北朝夷1859－1

57－2173 

46－2112 

090－8034－7758 

090－4928－3908 

38－2140 

38－2174 

44－1988



県では「障害のある人もない人もともに暮らしやす
い千葉県づくり」を目指し、障害のある人に対する差
別に関する相談窓口を開設しています｡
受付時間 月曜日から金曜日までの午前9時から午後5

時まで（祝日・振替休日を除く）
相談窓口 安房健康福祉センター内
相談専用電話 23－6900
ファクシミリ 043－222－4133
Ｅメール sjourei@mb.pref.chiba.lg.jp

市内の子どもたちに「地産地消」を知って、体験し
てもらうため「みんなで食べたい家族ごはん」をテー
マに募集した料理コンテストの第2次（最終）審査会
を開催します｡第1次審査の通過者が応募作品を調理
し、公開審査が行われます｡
来場者にも投票による審査を行っていただきます

（見た目審査となります）｡
日　　時 2月14日（日）午後2時から
場　　所 千倉社会福祉センター（高家神社境内地内）
問い合わせ 企画政策課地域再生室

TEL 33－1147

安房地域の伝統芸能や工芸品などを披露・展示しま
す｡ 
日　　時 2月21日（日）

午前10時から午後4時まで
場　　所 県南総文化ホール　　入 場 料 無料
内　　容　伝統芸能団体による公演（午後1時から）

・安房八幡太鼓（和太鼓）
・塩浦青年会（舞）
・若萩会（民謡）ほか　
南総里見ゆかりの品の展示・即売
伝統工芸品の展示

問い合わせ 県南総文化ホール　TEL 22－1811

4月11日に予定している市長選挙および市議会議員
一般選挙の立候補予定者説明会を開催します｡立候補
を予定している人は必ずご出席ください｡
市長選挙
日　　時 3月2日（火）午前9時30分から

受け付けは午前9時から
場　　所 市役所本館二階第1会議室
市議会議員一般選挙
日　　時 3月2日（火）午後2時から

受け付けは午後1時30分から
場　　所 市役所別館1大会議室
選挙公報の発行
今回の選挙から市長選挙および市議会議員一般選挙

ともに選挙公報を新聞折り込みで発行します｡新聞を
購読しておらず、選挙公報の郵送を希望する世帯の人
は申し込んでください｡一度申し込むと、それ以降の
選挙のたびに選挙公報を郵送します｡
申込および問い合わせ
選挙管理委員会　TEL 33－1131
総務課（選挙公報の郵送に関すること）

TEL 33－1021

森林所有者自身が植栽や下刈り、間伐などを行った
場合、その作業に要した経費の一部を補助します｡
希望する人は、森林の所在地や面積、樹木の種類、

樹齢を確認の上、ご相談ください｡
申請期限 2月26日（金）
申請および問い合わせ

農林水産課　TEL 33－1071
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販売日時 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4
時30分まで（祝日は除く）

販売場所　朝夷・内房商工会の本所、支所、出張所
ただし、丸山支所と三芳出張所は、火・木

曜日のみ販売。
購入方法 対象者には5月に購入引換券を送ってあり

ますので、必ず持参してください｡
12月販売分の購入引換券を紛失した人は再

発行しますので、ご連絡ください｡
購入期限 3月19日（金）
問い合わせ 子育て支援課　TEL 36－1153

子育て家庭プレミアム付き商品券
「がんばる子育て応援券」販売中

第3回安房の伝統芸能まつり 南房総食材を使った料理コンテスト
第2次公開審査会

平成22年度造林補助事業の受け付け

障害者差別に関する相談窓口

相続登記を何代にもわたって放置すると、権利関係
が複雑になり、後日さまざまなトラブルが発生するこ
とも少なくありません｡
県内各司法書士事務所では、月間中に相続に関する

無料相談を行っています｡
問い合わせ 千葉司法書士会事務局

TEL 043－246－2666

2月は「相続登記はお済みですか月間」

市長選挙および市議会議員一般選挙の
立候補予定者説明会



安房健康福祉センターでは「女性のための健康相
談窓口」を開設し、からだや心の症状などの相談に
応じています｡事前予約が必要です｡
なお、3月の開設はありません｡

申込および問い合わせ 安房健康福祉センター
TEL 22－4511

日　　時 2月23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 免疫力を高める食事術
講　　師 管理栄養士　岡野美弓さん
定　　員 30人
申込期限 2月19日（金）
申込および問い合わせ

健康増進課　TEL 36－1152

介護の知識や技術の普及、介護者同士の情報交
換・健康管理を目的に開催します｡
日　　時 2月23日（火）午後2時から午後4時まで
場　　所 特別養護老人ホーム千倉苑
内　　容 高齢者の食事について

（栄養、食事介助、口腔体操）
費　　用 無料　　申込期限 2月22日（月）
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千倉苑　TEL 40－1811

【一般書】
60歳からの糖尿病
龍馬伝　　　1
やればできる
三毛猫ホームズの用心棒
自分の居場所をつくる心理学
みうたさんのお芋の菓子箱
ブラック・ローズ
花世の立春
兇弾
親鸞　　　上　下
【児童書】
ムーミンのふしぎ
アンパンマンとみるくぼうや
だじゃれ日本一周
ハンバーグハンバーグ
じぶんの木
モーツァルトの魔法の笛
トレジャーハンター山串団五郎
席を立たなかったクローデット
親子で作るはじめてのスイーツ
卒業の歌

4

◇2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 

伊藤胃腸科クリニック 

 

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 

鈴木内科クリニック 

 

安房地域医療センター 

 

安房地域医療センター 

館山病院 

25－5111 

 

25－5111 

04－7092－1207 

 

25－5111 

04－7092－2231 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

 

25－5111 

 

25－5111 

55－2125 

22－8880 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

（館山） 

 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（鋸南） 

（館山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

2月　6日（土）午後 

 

2月　7日（日） 

 

 

2月11日（木） 

 

 

2月13日（土）午後 

 

2月14日（日） 

 

 

2月20日（土）午後 

 

2月21日（日） 

 

 

 

2月27日（土）午後 

 

2月28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｡

※ 千倉図書館の本は公民館でも借りることができます｡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｡

◇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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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 

阪本　要一
福田　　靖
勝間　和代
赤川　次郎
加藤　諦三
江島　雅歌
新堂　冬樹
平岩　弓枝
逢坂　　剛
五木　寛之

トーベ　ヤンソン
やなせたかし
長谷川義史
武田　美穂
最上　一平

メアリー　ポープ　オズボーン
杉山　　亮

フィリップ　フース
青木　定治
本田　有明

いきいき運動教室

女性のための健康相談

家族介護教室

平成21年分の申告書提出および納付の期限

確定申告に関する情報は、国税庁ホームペー
ジに掲載しています｡

申告書は自分で作成して提出はお早めに

所得税および贈与税 

個人事業者の消費税および 
地方消費税 

3月15日（月） 

3月31日（水） 
日　時 場　　所 担当医師 

安房健康福祉センター 

2月15日（月） 
14:00～16:00

2月25日（木） 
13:00～15:00

女性医師 

整形外科医師 
詳しくは 国税庁 検索


