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No.30 
2008 
平成20

No.30 
2008 
平成20年 

日 曜 行　　　　　事 日 曜 行　　　　　事 

1 水 

2 木 
3 金 

4 土 

5 日 

6 月 

8 水 

7 火 

11 土 

ふるさと美化運動（和田地区） 
白浜地区防災訓練8:00～ 
第15回伏姫旗争奪剣道大会 
　　（富山ふれあいスポーツセンター）8:50～ 
第3回南房総市軽スポーツ大会（内房地区予選会） 

富浦小学校13:30～ 

◇十三夜 
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・松海中組地区合同祭礼～12日 
第4回市民環境大学(千倉保健センター)13:30～15:00

三芳幼稚園運動会 
丸本郷丸上地区祭礼（丸山地区） 
おはなし会（千倉図書館）14:00～14:45

◇共同募金　法の日　公証週間　土地月間 
三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）10:00～11:30

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

◇寒露 
三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）10:00～11:30

体育の日 

丸地区祭礼（丸山地区） 

◇鉄道の日 

19 日 

◇原子力の日 
第34回三芳地区体育祭(三芳中学校)9:00～ 
文化祭（千倉地区）千倉公民館   　9:00～ 
Ｂ＆Ｇ財団会長杯ママさんバレーボール大会  
　（千倉B＆G海洋センター体育館）9:00～ 

◇読書週間 
富山保健福祉センター開放（わくわく教室）10:00～11:30

12 日 
13 月 

20 月 

22 水 
23 木 

21 火 

 

24 金 
25 土 

26 日 

27 月 

28 火 
29 水 
30 木 

31 金 

17 金 

18 土 

14 火 

15 水 
16 木 

9 木 
10 金 

13:30～16:00 
10:00～15:00 
13:30～16:00 
13:30～16:00 
10:00～15:00 
10:00～15:00 
13:30～16:00

13:30～15:00 
13:30～15:00 
10:00～11:30 
10:00～11:30 
10:00～11:30

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 
丸山保健福祉センター 
和田地域福祉センター 

和田地域福祉センター 
富山保健福祉センター 
白浜保健福祉センター 
丸山保健福祉センター 
とみうら元気倶楽部 

行政相談 
8日（水） 
10日（金） 
〃　　 

15日（水） 
17日（金） 
20日（月） 
22日（水） 

 

8日（水） 
10日（金） 
〃　　 

15日（水） 
17日（金） 
20日（月） 
22日（水） 

育児相談 

6日（月） 
15日（水） 
23日（木） 
24日（金） 
29日（水） 

各 種 無 料 相 談 

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 
丸山保健福祉センター 
和田地域福祉センター 

心配ごと相談　13:30～16:00

10:00～12:00 ちくら介護予防センター 

結婚相談 
3日（金） 

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 
丸山保健福祉センター 

9日（木） 
10日（金） 
14日（火） 
20日（月） 

人権相談　10:00～15:00

※電話でも随時相談を受け付けています。 
　健康増進課　TEL　36－1152

申込および問い合わせ　安房健康福祉センター  TEL  22－4511

　今月は女性医師による相談を行います。相談は無料で、
事前の予約が必要です。 

相談日 
10月20日（月） 14:00～16:00 安房健康福祉センター 

時　　間 場　　所 

　女性のための健康相談 

◇土用　皇后誕生日 

第5回市民環境大学（千倉保健センター）13:30～15:00

第3回南房総市軽スポーツ大会（外房地区予選会） 
和田中学校13:30～ 

市県民税第3期、国民健康保険税第4期、 
後期高齢者医療保険料第4期および介護保険料
第4期納期限 

 

◇貯蓄の日 
秋の例大祭・庖丁式奉納（高家神社）11:00～11:30

白浜地区秋季海岸清掃7:00～ 

◇統計の日　靖国神社秋祭 
平群天神社祭礼（富山地区） 

◇霜降　電信電話記念日 
◇国連の日 

◇目の愛護デー 
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乳幼児健康診査

健康増進課から 申込および問い合わせ　 TEL 36－1152
予防接種【10月の予防接種（集団）日程】

とみうら元気倶楽部 2歳6カ月～2歳8カ月 10月17日(金)

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 

10月21日(火) 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 

【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7日(火)

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 

10月2日(木) 

場　　所 対象児 

富山保健福祉センター H20.4.3～H20.7.3生 

【ＢＣＧ】 受付時間　13:40～13:50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。

子宮がん（施設）検診
日　　程 10月6日（月）から11月28日（金）まで　　対象者 20歳以上の女性
医療機関 青木医院（丸山）、青木医院（館山）、勝山クリニック、亀田クリニック、貴家医院、清川医院、ファミール産院
※ 申し込みをされていない人で、ご希望の場合は10月31日（金）までに健康増進課へご連絡ください。
「がん検診等申込書」で申し込まれた人には、個別通知します。

日　　時 10月17日（金） 実施場所 富山公民館　　定　　員 30人（先着順） 講　　師 薛
せつ

文恵先生
※参加を希望される場合は、事前の申し込みが必要です。10月15日（水）までに申し込みをお願いします。

市では、平成20年度に、障害者自立支援法に基づき、地域の特性に応じた障害者の地域生活に必要な障害福祉サービ
スを確保するための「障害者福祉計画（第2期）」を策定します。
本計画では、平成18年度に策定した第1期計画後の現状や地域における課題、障害者の皆さんのサービスに対するニ

ーズを把握し、策定していく予定です。これに伴い、策定の基礎資料を得るため、アンケート調査を実施します。
調査の対象者は、身体障害者手帳をお持ちの人から無作為に抽出した人、療育手帳をお持ちの人（知的障害者）およ

び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人（精神障害者）の全員です。
10月上旬に対象者にアンケート調査票を発送する予定です。アンケート調査票は10月31日（金）までに、同封の返信用

封筒に入れて、郵便ポストへ入れてください。調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いします。
問い合わせ 社会福祉課　TEL 36－1151

リトミック教室 

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 

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 

10カ月から4歳までのお子さんと保護者を対象に、リズム
体操を行います。

受付時間 午前10時50分から午前11時まで
実施時間 午前11時から午前11時30分まで

ベビー科（10カ月から2歳未満まで）

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 

いきいき運動教室 

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 

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 

場　所　富山保健福祉センター　 ※参加を希望される場合は、事前の申し込みが必要です。 

日　時 10月21日（火）午前10時から午前11時30分まで
内　容 ベビーサインについて
講　師 助産師　　定　員 30人　　
申込期限 10月17日（金）

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 

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 

こころにうるおい教室 

日　時 10月22日（水）午前9時30分から午前11時30分まで
内　容 栄養講話「食事のバランス①」・いきいき運動
講　師 管理栄養士・保健師　　定　員 30人　　
申込期限 10月20日（月）

日　　時 10月29日（水）・11月26日（水）
午後2時から午後3時30分まで

対　　象　20歳以上

定　　員　25人
内　　容 ・心と心身の関係について（講話）

・身体をほぐして、心をリフレッシュ（実技）
講　　師 理学療法士・保健師
申込期限 10月24日（金）

受付時間 午前9時50分から午前10時まで　　　
実施時間 午前10時から午前10時45分まで

幼　児　科（2歳から4歳まで）

南房総市障害福祉計画（第2期）策定のためのアンケート調査を実施します
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違 反 建 築 防 止 週 間 ～完了検査を受けていますか～

「ちばハートフル・ヒューマンフェスタ2008」開催

10月11日（土）から10月17日（金）までは、違反建築防止週間です。安心して暮らすためには、建築物が安全であ
ることがとても大切です。建築基準法は、生命･健康･財産を保護するため、地震や火災などに対する安全性に関する基
準を定めています。この基準は、建築物を建てる場合には必ず守らなければなりません。
この違反建築防止週間をきっかけに、あなたの所有する建築物について建築基準法に適合しているかどうか建築士に

相談するなど点検を心がけましょう。
なお、この週間には一斉公開建築パトロールが実施されます。

問い合わせ 建設部管理課　TEL 33－1102

日　　時 12月25日（木）
午後1時から午後4時まで（正午開場）

会　　場 千葉県文化会館(千葉市中央区市場町11-2)
※　ＪＲ内房線「本千葉駅」から徒歩10分

内　　容 ◎講演：元気・勇気・やる気
「人生楽しくて当たり前」

講師：島田洋七さん（タレント）
◎コンサート
出演：加納　洋さん（ピアニスト）
ニューヨークで活躍する心の歌を歌うピア
ニストが子どもたちとコラボレーション

定　　員 1,400人（申込多数の場合抽選）入場無料
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(水）から11月28日(金）まで
※　期間内必着

申込および問い合わせ
〒260－0855 千葉県庁内郵便局留
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）
TEL 043－223－2348
FAX 043－222－9023

生きがい型デイサービス
～高齢者生きがい活動支援通所事業～

市内に居住する65歳以上の高齢者の介護予防、生活支
援、社会からの孤立感の解消、心身機能の維持向上を図
ることを目的として、高齢者生きがい活動支援通所事業
を実施しています。
対　象　者 介護保険の認定を受けていない人で、家に

閉じこもりがちなどの理由から介護予防、
生活支援の必要があると認められる人

内　　　容 市が委託している特別養護老人ホームなどへ通
所し、趣味活動、レクリエーション、健康チェ
ック、機能訓練などを行い、高齢者が生きがい
を持ち、自立した生活が送れるようサービスを
実施（送迎、給食、入浴サービスあり）
※　地区により、会場が異なります。

利 用 回 数 週2回以内
利　用　料 世帯の前年度市町村民税課税金額により、

1回当たり500円・700円・900円のいずれ
かを負担していただきます。

※ 高齢者福祉課、市民課または各支所地域市民福祉
課（三芳支所を除く）へ申請書を提出してください。
申請書受付後、訪問による状況調査を行います。

問い合わせ 高齢者福祉課　TEL 36－1154

県水産総合研究センター公開講座
日　　時 10月25日（土）正午から午後4時まで
場　　所 県水産総合研究センター

（千倉町平磯2492）
内　　容 体験：今が旬のサンマの開き干し作り

講義：「千葉のおいしい魚介類」をテーマに、
「ここでしか聴けない千葉のさかなの
話」と「さかなをおいしく食べる話」
をします。

募集対象 県内在住の中学生以上50人程度
費　　用 無料
申込方法 往復ハガキに参加者の氏名、年齢、住所、電

話番号を記入してください。
受け付けは、9月24日（水）から行い、先着
順とします。参加の可否は、後日ハガキで返
信します。

問い合わせ 県水産総合研究センター　TEL 43－1132

裁判員制度～初めての名簿記載通知を目前に控えて～
平成21年5月21日から裁判員制度がはじまります。
裁判員制度の実施に向けて、全国の地方裁判所では、10

月下旬から11月上旬ころまでの間に翌年分の裁判員候補者
名簿を作成します。
本年、全国で作成される名簿に記載される裁判員候補者

の総数は約30万人と見込んでいます。裁判員候補者名簿に
載った人には、11月下旬から12月上旬ころまでの間に、
名簿に記載されたことの通知（名簿記載通知）を送ります。
この通知は、翌年、裁判員を選任するための手続きを行う
期日に裁判所にお越しいただくためのお知らせ（呼出状）
が届く可能性があることを事前に通知するものです。
裁判員候補者名簿に載った人には、この名簿記載通知の

ほか、調査票を送ります。調査票は、できるだけ早期に裁
判員になることができない事情などを調査することにより、
無用に裁判所にお越しいただくことを避け、裁判員候補者
の皆さんの負担を軽減するものです。ご記入・ご返送につ
きご協力ください。
問い合わせ 千葉地方裁判所事務局総務課

TEL 043－222－0165
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安房郡市広域市町村圏事務組合所有地を売却
安房郡市広域市町村圏事務組合が所有する物件を予定価格（最
低売却価格）設定による一般競争入札で売却します。購入希望者
は、入札参加申込の手続きを行ってください。

申 込 期 間 10月1日（水）から11月7日（金）まで
申 込 場 所 安房郡市広域市町村圏事務組合事務局

（館山市役所2号館3階）
入 札 日 時 11月14日（金）午前11時
入 札 会 場 館山市役所2号館2階会議室
問い合わせ 安房郡市広域市町村圏事務組合事務局

TEL 22－5633

第3回「ツール・ド・ちば2008」開催

●10月11日（土）122.5㎞
九十九里町→長生村→いすみ市→
大多喜町→勝浦市→鴨川市→和田
（支所前）→丸山（ローズマリー公
園）→千倉（潮風王国）→白浜
（フローラルホール）

※市内の走行時間は、正午ごろか
ら午後5時ごろまでです。

●10月12日（日）133.6㎞
白浜（フローラルホール）→

館山市→三芳（鄙の里）→富山
（国保病院）→鴨川市→君津市→
大多喜町→睦沢町→長生村→白
子町

※市内の走行時間は、午前7時15
分から正午ごろまでです。

潮風を全身に受けながら美しい海岸線から房総丘陵へとバラエティに富んだ房総半島のコースを自らの体力と気力で
走ることを目的としたサイクルイベントが10月11日（土）から13日（月・祝）まで実施されます。
県内外から1500人以上のサイクリストの参加が予定されています。
1日目の10月11日（土）に和田支所前から海岸を通り和田漁港広場で休憩し、ローズマリー公

園・ちくら潮風王国・野島埼灯台前を経由し、ゴールの白浜フローラルホールへ向かいます。
2日目の10月12日（日）は、白浜フローラルホールをスタートし、フラワーラインを経由し、

館山市を通過して再び南房総市に入り、鄙の里で休憩し、富山国保病院前・コスモクラシッククラブ入口を通過します。
サイクリストが通過する時間帯によっては、道路が渋滞することが予想されますが、サイクリストの安全走行にご協

力をお願いします。

多重債務問題対策シンポジウムと多重債務無料相談会

開　催　日 10月22日（水）
会　　　場 ホテルプラザ菜の花　3階

千葉市中央区長洲1－8－1
●シンポジウム
時　　間 午後1時から午後4時まで
定　　員 200名（入場無料）
テ ー マ 「借りた・困った・膨らんだ！借金問題

は必ず解決できる」
内　　容 体験談・弁護士による基調講演・パネル

ディスカッション

県では、複数の借金で返済に困っているなどの多重債務問題に関するシンポジウムを開催します。
当日は、法律専門家による無料相談も併せて開催しますので、ぜひご利用ください。

●多重債務無料相談会
時　　間 午前10時から午後4時まで
定　　員 40人
内　　容 法律専門家による面接相談
申込方法 電話による事前予約

予約および問い合わせ
県県民生活課消費者行政推進室
TEL 043－223－2292
FAX 043－201－2613
E-mail syouhisya@mz.pref.chiba.lg.jp

館
山
バ
イ
パ
ス
国
道
１
２
７
号 

カ
イ
ン
ズ 

ホ
ー
ム
館
山
店 

至　那古 

至　北条 

物件 

子
安
神
社 

ユ
ニ
ク
ロ 

館
山
店 

●10月13日（月・祝）129.3㎞
白子町→九十九里町→山武市→横

芝光町→匝瑳市→旭市→銚子市→旭
市→九十九里町

問い合わせ
ツール・ド・ちば2008実行委員会事務局
TEL 043－221－4477
http://www.tour-de-chiba.jp

観光プロモーション課　TEL 20－4003

回　数 日　　　時 時間数 売却する物件 
実測面積 所在地 地　目 用途地域 

館山市湊字川原253番2 雑種地 無指定 360.27㎡ 
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生涯キャリア実践講座開催

◆医療事務講座◆
患者の応対から医療費の請求まで、専門スキルで医療

と福祉に貢献するメディカルクラークというお仕事です。
やさしさと笑顔、そしてプロの技能が不可欠の、やりが
いのある専門職です。
募集定員 20人
※　受講希望者が12人未満の場合は開催しません。

受講時間 52.5時間
会　　場 市役所別館1中会議室
申込期限 10月31日（金）
講座日程

◆サービス介助士　2級検定講座◆
※ 訪問介護員2級養成講座ではありません。
商業施設や宿泊施設などさまざまな場面で、お迎えす

る側が、受け入れるために必要となる「おもてなしの心」
と「正しい介助技術」を学ぶ資格です。
募集定員 20人
※　受講希望者が14人未満の場合は開催しません。
受 講 料 39,900円
受講期間 2・3カ月程度
※ テキストでの自宅学習（通信）後、2日間の講座が
開催されます。講座の最後に筆記試験を行い、合格
者には認定証が交付されます。

日　　程 受講に際しての、ガイダンス（無料）を次の
とおり行います。ガイダンスの後に受講する
かを判断していただきます。

ガイダンス日時 10月26日（日）午後1時
会　　　　　場 市役所別館1大会議室　　
申込および問い合わせ
企画政策課　TEL 33－1001

◎　母子家庭の人につきましては、「南房総市母子家庭自
立支援教育訓練給付金事業」の対象となる可能性もあり
ますので、事前に子育て支援課（TEL36－1153）まで
ご相談ください。

今年度、新たな試みとして千葉商科大学が開催している「生涯キャリア実践講座」を、南房総市・館山市が連携して
開催します。講座内容については、次の2講座です。通常は、千葉商科大学内で開催されているものですが、講師に安
房地域までお越しいただき開催されますので、受講しやすくなっています。

■温泉観光士養成講座
日　　時 11月14日(金)から16日(日)まで

※16日は野外研修
場　　所 城西国際大学内（鴨川市太海）
内　　容 専門家による温泉の総合講義。15日の試験

結果をふまえ、学会より認定証を授与。
参 加 費 8,000円（教材費・認定証代含）
申込期限 10月31日（金）電話で申し込み

■シンポジウム
日　　時 11月17日（月）午後1時
場　　所 黒潮荘（鴨川市貝渚）
内　　容 「房総の温泉資源の観光

的活用について」のパネルディスカッション
他、房総の温泉・物産・観光のご案内ブース
出店

参 加 費 無料

●日本温泉地域学会講座やシンポジウム●
日本温泉地域学会では、県および房総に数多く存在する温泉の、観光・

保養資源としての更なる可能性を知ってもらうために講座とシンポジウム
を開催します。

目の健康についての相談に、千葉県眼科医会会員が
交代でお答えします。事前申込は不要です。
日　　時 10月13日（月）午前9時から午後5時まで
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

第26回「目の愛護デー」電話無料相談

申込および問い合わせ
鴨川市観光協会　

TEL 04－7092－0086

1回目 

2回目 

3回目 

4回目 

5回目 
 

6回目 
 

7回目 

8回目 

9回目 

10回目 

11回目 

回　数 

11月22日(土) 

11月29日(土) 

12月 6日(土) 

12月13日(土) 

12月20日(土) 

平成21年 

1月10日(土) 

1月17日(土) 

1月24日(土) 

1月31日(土) 

2月 7日(土) 

2月14日(土) 
 

2月14日(土) 

2月28日(土)

日　　　時 受講料など 

10:00 
～16:00

15人以上参加 

がある場合 

　 60,000円 

12人から14人 

の場合 

　 71,375円 

5,000円 
（希望者のみ） 

10:00～12:30 

13:30 
～17:30

13:30 
～16:30

試験会場は 
千葉市（受験料 
は6,500円） 

受験対策 
セミナー 

医療事務技能 
審査試験 



【一般書】
広告チラシで作るバスケット＆雑貨　　　　　　寺西恵里子
夜騎士物語　　　　　　　　　　　　　　　　　新堂　冬樹
心霊特捜　　　　　　　　　　　　　　　　　　今野　　敏
全国五つ星の手みやげ　　　　　　　　　　　　岸　　朝子
ニットであったか冬じたく　　　　　　　　　　林　ことみ
折り・たたみ方手帖　　　　　　　　　パッチワーク通信社
やさしい小児ぜんそくの治し方　　　　　　　　山本　　淳
隠蔽指令　　　　　　　　　　　　　　　　　　江上　　剛
銀河祭りのふたり　　　　　　　　　　　　　　杉本　章子
新三河物語　　　　　上巻　　　　　　　　　　宮城谷昌光
【児童書】
ヒットラーのカナリヤ　　　　　サンディー　トクスヴィグ
透明人間のくつ下　　　　　　　　　アレックス　シアラー
ひとりざむらいとおばけアパート　　　　　　　斉藤　　洋
おにいちゃん　　　　　　　　　　　　　　　　後藤　竜二
へんしんマジック　　　　　　　　　　　　あきやまただし
ガタゴトシュットンなんのおと？　　　　　　　富安　陽子
ぼくたちともだち　　　　　　　　　　　　　中川ひろたか
カレーライスおかわり！　　　　　　　　　つちだよしはる
おばけのジョージーのハロウィーン　　ロバート　ブライト
ぼくとルークの一週間と一日　　ダイアナ　ウィン　ジョーンズ

6

◇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 

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 

 

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 

 

25－5111 

22－1122 

 

25－5111 

58－0301 

 

25－5111 

 

25－5111 

55－2125 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

 

（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） 

 

10月　4日（土）午後 

 

10月　5日（日） 

 

 

10月11日（土）午後 

 

10月12日（日） 

 

 

10月13日（月） 

 

 

10月18日（土）午後 

 

10月19日（日） 

 

 

10月25日（土）午後 

 

10月26日（日） 

 

※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）◇

館山税務署では、給与を支払う法人
および個人事業者（白色申告者）を対
象とする「平成20年分年末調整等説
明会」を開催しますので給与事務担当
者は出席ください。
なお、所定の日に都合の悪い場合は、
他の日に出席をしてください。
問い合わせ
館山税務署　内部事務担当
TEL 22－1067（直通）

22－0101（代表）

労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。
農林水産業の使用労働者5人未満の個人事業を除き、労働者を1人でも使用する事業主

は、労働保険徴収法により労働保険の加入手続きをしなければならないことになってい
ます。
労働保険は、職場の皆さんが安心して働くためのものです。未手

続事業の事業主は早期に加入手続きをしてください。
問い合わせ
千葉労働局労働保険徴収課　TEL 043－221－4317
木更津労働基準監督署　　　TEL 0438－22－6165
最寄りのハローワーク

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
。

平成20年分年末調整等説明会
開催日 開催時間 会　　場 

11月18日 
(火)

13:30 
～15:30

10:00 
～12:00

13:30 
～15:30

13:30 
～15:30

13:30 
～15:30

10:00 
～12:00

11月19日 
(水)

11月20日 
(木)

11月21日 
(金)

南房総市千倉保健センター 
3階機能訓練室 

対象地域 

南房総市(千倉･白浜･丸山･ 
和田地区） 

館山市(館山･長須賀･那古･ 
船形･北条･正木･八幡地区)

館山市の上記以外の地区 
南房総市(富浦･三芳地区)

南房総市(富山地区)  
鋸南町 

鴨川市(貝渚･滑谷･広場･前 
原･八色･横渚地区)

鴨川市の上記以外の地区 

館山市コミュニティセンター 
1階第1集会室 

鋸南町立中央公民館 
2階視聴覚室 

鴨川市役所　4階大会議室 

10月は

「労働保険
適用促進月間」

です


