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日 曜 行　　　　　事 日 曜 行　　　　　事 

1 火 

2 水 

3 木 

4 金 

5 土 

6 日 

8 火 

7 月 

11 金 

おはなし会（千倉図書館）　　 14：00～14：45 

◇半夏生　国民安全の日 

◇靖国神社みたま祭 

水稲空中防除（富浦地区）4：00～ 

◇やぶ入り 

水稲空中防除（千倉地区）4：00～ 

◇ぼん 
水稲空中防除（白浜地区）4：00～ 

献血（市役所別館１）10：00～11：45／13：00～16：00

◇国土建設週間 

19 土 

◇夏の全国交通安全運動　～31日 
水稲空中防除（三芳地区）4：00～ 
真浦・大原地区祭礼（和田地区） 
第44回南房総白浜海女まつり（白浜地区）～21日 
厳島神社祭礼（白浜地区）～21日 

◇土用　勤労青少年の日　市内海水浴場開設 
水稲空中防除（富山地区）4：00～ 
海発子安神社祭礼（和田地区） 
富浦地区祭礼　～20日 
ビーチハンドフェスタサマーカップ 

富浦さざ波大会（原岡海岸）～21日 

12 土 

13 日 

20 日 

22 火 

23 水 

21 月 

 

24 木 

25 金 

26 土 

27 日 

28 月 

29 火 

30 水 

31 木 

17 木 

18 金 

14 月 

15 火 

16 水 

富浦（福澤）地区祭礼 
貴船神社・三嶋神社祭礼（丸山地区） 
千倉地区夏祭り　～１３日 

ふるさと美化運動（和田地区） 

◇小暑　七夕 
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（富山支所）　　　　　　10：00～11：15

9 水 

10 木 

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 
13：30～15：00 
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 
丸山公民館 
和田地域福祉センター 

千倉保健センター 
和田地域福祉センター 
三芳保健福祉センター 
富山保健福祉センター 
とみうら元気倶楽部 

行政相談 
7日（月） 
10日（木） 
〃　　 

16日（水） 
18日（金） 
22日（火） 
23日（水） 

7日（月） 
10日（木） 
〃　　 

16日（水） 
18日（金） 
22日（火） 
23日（水） 

育児相談 
2日（水） 
7日（月） 
9日（水） 
10日（木） 
23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 
丸山公民館 
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 

4日（金） 

10：00～15：00 千倉支所 

交通事故巡回相談 
16日（水） 

三芳農村環境改善センター 
富山支所 
千倉支所 
和田コミュニティセンター 

8日（火） 
10日（木） 
11日（金） 
14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

　今月は整形外科医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 
7月18日（金） 13：00～15：00 安房健康福祉センター 

時　　間 場　　所 

　女性のための健康相談 

海の日 

観光地引網（岩井海岸）5：30～ 

熊野神社祭礼（白浜地区） 

献血（白浜支所）10：30～12：00 
　　（千倉支所）14：00～15：30

富山保健福祉センター開放（わくわく教室）13：30～15：00

観光地引網（岩井海岸）5：30～（～8月15日） 

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

◇大暑 
水稲空中防除（和田地区）4：00～ 
観光地引網（岩井海岸）5：30～ 
三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）10：00～11：30

◇土用の丑 
水稲空中防除（丸山地区）4：00～（～25日） 
観光地引網（岩井海岸）5：30～ 
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実 施 日 7月18日（金） 場　　所 富山公民館　　定　　員 30人（申込制） 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。7月16日（水）までに申し込みください。

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

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【7月の予防接種（集団）日程】

白浜保健福祉センター 2歳6カ月～2歳8カ月 7月16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 

7月17日(木) 千倉保健センター 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

実施日 

7月25日(金) 三芳保健福祉センター ～H20.4.25生 

場　　所 対象児 

【股関節検診】 受付時間　13:00～13:15

とみうら元気倶楽部 1歳6カ月～1歳8カ月 7月8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 
7月1日(火)

場　　所 対象児 
千倉保健センター H20.1.2～H20.4.2生 

【ＢＣＧ】 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。

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）幼　児　科（2歳から4歳まで）

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 7月4日（金）
午前10時から午前11時30分まで

内　　容 3B体操 講　　師 3B体操指導者
定　　員 30人　　　申込期限 7月2日（水）

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 
日　　時 7月23日（水）

午前9時30分から午前11時30分まで
内　　容 「生活習慣病と運動について」講話と実技
講　　師 健康運動指導士
定　　員 30人　　申込期限 7月22日（火）

さまざまなメディアを通じて
女性自身がからだやこころの問
題などを、知る機会が多くなっ
てきました。
女性が健康であることは、本
人だけでなく家族やパートナー
にとっても重要なことです。市

では、中高年の女性が自分のこころとからだに関心を持って、
健康づくりを心がけられるように、6回1コースで女性の健康
づくり教室を実施します。皆さんと一緒に学んでみません
か？
また、次回は1月に千倉保健センターで予定しています。

女性の
健康づくり教室
～ 美しく生きるために ～

参加者募集

会　場　三芳保健福祉センター 
実施日 時間 内　　容 講師名 

7月23日(水)

7月30日(水) 

8月 4日(月) 

14：00 
～15：30

13：30 
～15：00

講話｢女性特有の病気 
について｣  

食生活　① 

｢栄養バランスを考える｣ 

亀田クリニック 
清水幸子　医師 

管理栄養士 

管理栄養士 
食生活　② 

｢　　 ためよう！｣ 

8月22日(金) 

8月26日(火) 

9月01日(月)

寺島智也子さん 

保健師 

ヨガ　①  

ヨガ　② 

ストレッチ 

骨々 
コツコツ 

申込方法 対象者 70歳以下の女性　　　定　員 30人 持ち物 筆記用具　※内容によって異なります。
申込期限 7月17日（木）
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7月は“社会を明るくする運動”の強調月間です
“社会を明るくする運動”とは、すべての国民が非

行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深
め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行
のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
住民の皆さんが連携をとり、地域で起こる犯罪や非

行の防止に、ご協力をお願いします。
問い合わせ 社会福祉課　TEL 36－1151

ひまわりサービス（南房総市高齢者安否確認事業）

市内の郵便事業株式会社社員（郵便配達員）が、70
歳以上のひとり暮らし高齢者などへ郵便物を配達する
際、直接手渡し、声をかけることで安否確認を行って
います。
対象者 次のいずれかに該当し、希望する人

①70歳以上のひとり暮らし高齢者
②夫婦のいずれかまたは両方が70歳以上の夫婦の
みの世帯
③70歳以上の人が含まれる高齢者のみの世帯

利用者負担金 無料
※ 新規対象者（上記の対象者③に該当する世帯、平
成19年度中に対象者①または②になった世帯）には、
すでに郵送にて通知をしています。それ以外の対象
者で、新規に希望する場合は、申請書を送付します。

申込期限 7月22日（火）
申込および問い合わせ

高齢者福祉課　TEL 36－1154

平成20年度第2回千葉県警察官採用試験 不法滞在・不法就労防止にご理解とご協力を！

受付期限 7月31日（木）
試験日時 9月21日（日）
試験職種 警察官Ａ（男性90人程度）

警察官Ｂ（男性50人程度・女性15人程度）

警察官Ａ 昭和50年4月2日以降に生まれた男性
で、学校教育法に規定する大学（短期大
学を除く）を卒業した者、または平成
21年3月末日までに卒業見込みの者

警察官Ｂ 昭和53年4月2日から平成3年4月1日
までに生まれた男性および女性、また
は平成21年3月末日までに卒業見込み
の者（警察官Ａに該当しない者）

日本国内には、非合法に在留する外国人が多数存在
し、その数は約17万4千人といわれています。また、
彼らの多くは、就労資格のないまま違法に就労し、来
日外国人犯罪を誘発する一因となっています。
現在、館山警察署では「来日外国人犯罪対策や不法
滞在・不法就労対策」に取り組んでいますが、外国人
の不法就労や違法な斡旋ブローカーに関して、お気づ
きのことがあれば、警察署または最寄りの交番・駐在
所までお知らせください。
また、外国人労働者を雇用するときは、必ずパスポ
ートや外国人登録証明書で、就労資格の有無を確認し
てください。不法に在留する外国人を雇用した場合に
は、経営者が処罰される場合（不法就労助長罪）があ
ります。

家屋評価（現地調査）のお願い
税務課では、市内に新増築した家屋について、現地調
査により固定資産評価額の算定（家屋評価）を行います。
登記などにより建築が確認された人には、日程調整の案
内をします。
なお、建物内へ立ち入るため、引越しなどの前に調

査を希望する場合は、ご連絡ください。
問い合わせ 税務課資産税係　TEL 33－1023

市営住宅入居者募集
市営住宅3戸の入居者を募集します。入居を希望す

る人は、建設部管理課備え付けの「市営住宅入居申込
書」により、申し込みください。
入居募集する住宅

募集期間 7月1日（火）から18日（金）まで
申込資格

・現在、住宅に困っている人

・税金などの滞納がない人

・入居時の収入が基準額以内の人

・原則として市内に住所または勤務地がある人

・申し込み本人または同居しようとする家族が暴力
団員でないこと。

入居時期 8月上旬(予定)
問い合わせ 建設部管理課　TEL 33－1102

受験案内配付および問い合わせ　館山警察署　TEL 23－0110

市営住宅名 間取り 戸数 家　賃 

20,700円～ 

8,500円～ 

吹代団地(丸山) 

川田団地(富浦)

木造長屋建て3DK 

簡易耐火2階建て2DK

1 

2

受験資格
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海区漁業調整委員会委員の選挙
～7月31日（木）投票日～

任期満了による千葉海区漁業調整委員会委員の選挙
は、7月22日（火）が告示日、7月31日（木）が投票
日です。
投票のできる人は、平成19年12月5日に確定した

市の千葉海区漁業調整委員会委員選挙人名簿に登載さ
れている人です（登載されていても選挙権の無い人は
投票できません）。
なお、届出のあった立候補者の人数が定数と同数の

場合、投票はありません。
詳しくは、市選挙管理委員会事務局へお問い合わせ

ください。
問い合わせ

市選挙管理委員会事務局　TEL 33―1131

義援金・救援金を受け付けています
～皆さんのご協力をお待ちしています～

名　　称 「平成20年岩手・宮城内陸地震義援金」
◯岩手県の被災者に送付する場合
・通信欄に「岩手県」と明記
口座番号 02250－3－92321
加入者名 日本赤十字社岩手県支部
◯宮城県の被災者に送付する場合
・通信欄に「宮城県」と明記
口座番号 02200－4－54193
加入者名 日本赤十字社宮城県支部
期　　限 7月18日（金）
方　　法 郵便振替　送金手数料無料
※受領書を希望する場合は、「受領書希望」と明記して
ください。品物についての受け付けは行っていません。

問い合わせ
日本赤十字社千葉県支部救護福祉課

TEL 043－241－7531

名　　称 「ミャンマー･サイクロン災害被災者救援金」
・通信欄に「ミャンマー・サイクロン」と明記
名　　称 「中国大地震救援金」
・通信欄に「中国大地震」と明記
口座番号 00110－2－5606
加入者名 日本赤十字社
期　　限 7月10日（木）
方　　法 郵便振替　送金手数料無料
※受領書を希望する場合は、「受領書希望」と明記して

ください。品物についての受け付けは行っていません。
問い合わせ
日本赤十字社千葉県支部振興課

TEL 043－241－7531

土壌改良材『堤ヶ谷
つつみがやつ

ゆうき炭』 の無料配布
鋸南地区環境衛生組合堤ヶ谷クリーンセンター（し尿

処理施設）では、処理の過程で肥料成分を含んだ土壌改
良剤『堤ケ谷ゆうき炭』を生産しています。
この土壌改良剤は、良好な有機を豊富に含み、畑など

の土づくりに多く利用され、野菜や果樹、家庭菜園など
に効果を発揮しています。今後、リサイクルの面からも
さらに多くの利用を図るために、南房総市民の希望者に
無料で土壌改良剤（1袋20㎏入り）
を配布します。
詳しくは、鋸南地区環境衛生組合

までお問い合わせください。
問い合わせ
鋸南地区環境衛生組合
堤ヶ谷クリーンセンター　
TEL 55－0329

千葉県介護支援専門員実務研修受講試験

試 験 日 10月19日（日）午前10時
受験資格 医療・保健･福祉分野の有資格者で一定期間

以上の実務経験のある人
申込書配布期限 7月25日（金）※閉庁日を除く。
申込書配布場所

県社会福祉協議会、県保険指導課、県内健
康福祉センター、高齢者福祉課および各支
所地域市民福祉課、市社会福祉協議会

申込受付期限 7月25日（金）消印有効
※　簡易書留による郵送のみの受け付けになります。
問い合わせ
千葉県社会福祉協議会　介護支援専門員養成班
〒260－8508 千葉市中央区千葉港4－3
TEL 043－204－1610 FAX 043－241－5121

配布日時 6月30日（月）から7月11日（金）まで
午前9時から午後5時まで(土日、祝
日を除く)

配布場所
鋸南地区環境衛生組合　堤ヶ谷クリーンセンター
（鋸南町下佐久間544－1 TEL 55－0329）
対 象 者 南房総市民および鋸南町民
注　　意 ご希望の人は、事前に数量などをご

連絡ください。なお、土壌改良材の
配達はできませんのでご了承くださ
い。

土壌改良剤
『 堤ヶ谷ゆうき炭 』（1袋　20㎏入り）
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【2008年市町村振興宝くじ】
1等･前後賞合わせて3億円／2等も1億円

発 売 期 間 7月14日(月)から8月1日(金)まで
発 売 方 法 全国の宝くじ売場

通信販売でも購入できます
抽　選　日 8月12日（火）
発売予定額 1,200億円（40ユニット）
発 売 単 価 1枚300円
※この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい
街づくりに使われています。

ＮＰＯについての「出前説明会」

県職員などが皆さんの集まりに出向き、ＮＰＯについての説明や意見交換を行います。おおむね10人以上の集
まりを対象とし、開催日や時間は希望をお伺いのうえで決定します。
説明内容 ＮＰＯの基礎知識、ＮＰＯ法人の設立・運営、県のＮＰＯ施策、ＮＰＯと行政との協働・パートナーシッ

プなど
日　　時 ご相談に応じて設定します。(夜間・祝日も可) ※1回の開催時間は、意見交換なども含めて3時間以内
費　　用 無料（会場料、資料のコピー代などは申込者負担）
申込方法 電話で予約のうえ、申込書に必要事項を書いて郵送（ファクスまたは

Ｅメール可）
※　申込書はホームページからダウンロードできます。
申込および問い合わせ

〒260－8667（住所省略可) 県ＮＰＯ活動推進課
TEL 043－223－4147 FAX 043－221－5858
ホームページ　http://www.chiba-npo.jp/kouza/demae.html/

多重債務無料相談会

県（千葉県多重債務問題対策本部）では、多重債務
でお困りの人を対象に、弁護士・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。
多重債務問題にお悩みの人、解決に向けて相談をし

たい人は、ぜひご活用ください。
日　　時 7月12日(土) 午前10時から午後4時まで
相談方式
電話相談 TEL 0475－26－5401（相談当日専用）
面接相談 電話による事前申込が必要です（先着順）
申 込 先 TEL 043－223－2271

（県庁県民生活課）
受付時間 平日　午前9時から午後5時まで
面接場所 県東上総県民センター（長生合同庁舎内）

（茂原市茂原1102－1）
問い合わせ
千葉県県民生活課消費者行政推進室
TEL 043－223－2271
相談日専用　TEL 0475－26－5403

企画展「房総の捕鯨」

房総における捕鯨の歴史や文化について、考古資料
や実物資料をもとに紹介します。
期　間 7月19日(土)から9月7日(日)まで
※　期間中は無休
時　間 午前9時から午後4時30分まで
入館料 一般300円、高校生・大学生150円（中学生

以下と65歳以上は無料）
※ 8月2日(土)に展示解説会を、8月23日(土)に講
演会と展示解説会を開催予定

会場および問い合わせ
県立安房博物館（館山市館山1564－1）
TEL 22－8608  FAX 22－8696
ホームページ　http://www.chiba-muse.or.jp/AWA/

ツチくじら
水揚げ風景

1　等 

1等の前後賞 

1等の組違い賞 

2　等 

3　等 

4　等 

5　等 

6　等 

7　等 

ジャンボ30年記念賞 

2億円 

5,000万円 

10万円 

1億円 

1,000万円 

50万円 

1万円 

3,000円 

300円 

3万円 

等　　級 当せん金 

40本 

80本 

3,960本 

80本 

400本 

4,000本 

400,000本 

4,000,000本 

40,000,000本 

80,000本 

本　　　数 サマージャンボ宝くじ サマージャンボ宝くじ サマージャンボ宝くじ 



【一般書】
謎の転倒犬　　　　　　　　　　　　　　　　柴田　よしき
月とメロン　　　　　　　　　　　　　　　　　丸谷　才一
忍びの国　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田　　竜　　
止島　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小川　国夫
ＲＵＲＩＫＯ　　　　　　　　　　　　　　　　林　真理子
中華の毎日惣菜　　　　　　　　　　　　　　　集英社
ごっこ遊びでおしごとたいけん　　　　　　　　志賀　圭子
荒野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桜庭　一樹
金色の野辺に唄う　　　　　　　　　　　　あさの　あつこ
一億人の季語入門　　　　　　　　　　　　　　長谷川　櫂
【児童書】
モグそらをとぶ　　　　　　　　　　　　ジュディス　カー
かぶと三十郎　　　　　　　　　　　　　　　　宮西　達也
チャンプ　　　　　　　マーシャ　ソーントン　ジョーンズ
あっちゃんとブッちゃん　　　　　　　　　　井上　こみち
グレッグのダメ日記　　　　　　　　　　　ジェフ　キニー
どうなっちゃってるの！？クレメンタイン

サラ　ペニーパッカー
ミニ・サウルス　ズィンクレア・ゾフォクレス

フリーデリーケ　マイレッカー
あらいぐまのアリス　　　　　　　　　　　　　竹下　文子
かえるさんのおいけ　　　　　　　　　　なかの　ひろたか
ながいながい旅　　　　　　　　　イロン　ヴィークランド
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◇7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 

 

安房地域医療センター 

鋸南病院 

 

安房地域医療センター 

亀田ファミリークリニック館山 

鴨川市立国保病院 

 

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 

 

25-5111 

55-2125 

 

25-5111 

20-5520 

04-7097-1221 

 

25-5111 

 

25-5111 

22-1122

（館山） 

 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（鋸南） 

 

（館山） 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

7月　5日（土）午後 

 

7月　6日（日） 

 

 

7月12日（土）午後 

 

7月13日（日） 

 

 

7月19日（土）午後 

 

7月20日（日） 

 

 

7月21日（月） 

 

 

 

7月26日（土）午後 

 

7月27日（日） 

 

※第54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。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。
※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）◇

マンションやビル、大型店舗などで、貯水槽水道をお使いの場合、受水槽以降の設備･水質の管理は、
建物の所有者または管理者が行うことになっています。
安全でおいしい水道水を水道事業者がお届けしても、受水槽が汚れていると安心して水道水を飲ん

でいただくことができません。なかでも、受水槽の有効容量が10裙以下の小規模貯水槽水道は、水道
法の規制を受けないため、管理が不適切なものが見受けられます。
受水槽の有効容量が10裙を超える簡易専用水道は、水道法により1年以内ごとの清掃および検査が

義務付けられていますが、小規模貯水槽水道についても、十分な衛生管理をお願いします。
○水槽の清掃／1年以内に定期的に行いましょう。
○施設の点検／マンホールのふたの施錠、亀裂の有無、防虫網の設置などの点検を定期的に行いまし

ょう。
○水質のチェック／水の色や味、においなどに注意して、異常があれば水質検査をしましょう。
○定期検査／管理状況について1年に1回定期的に検査を受けましょう。

問い合わせ 富浦･三芳地区：三芳水道企業団サービス係　TEL 22-3729
上記以外の地区：南房総市水道部管理課　　　TEL 46-2954

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
。

●●●●●● 貯水槽水道の適切な管理をお願いします ●●●●●●

貯水槽水道とは･･･
南房総市水道部や三芳水道企業団などの水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水をいっ

たん受水槽で受けた後、利用者に飲み水として供給される施設の総称です。なお、まったく飲み水に使
用しない工業用水や消防用水、地下水（井戸水）を汲み上げて受水槽に貯めている場合は、貯水槽水道
ではありません。


