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日 日 曜 行　　　　　事 

1 土 

2 日 

3 月 

4 火 

5 水 

6 木 

8 土 

7 金 

11 火 

三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ） 
10:00～11:30

富山保健福祉センター開放（わくわく教室） 
13:30～15:00

ふるさと美化運動（和田地区） 

◇人権週間 

◇大雪 

◇歳末助け合い運動 

◇針供養 
おはなし会（千倉図書館）　 14:00～14:30

◇障害者の日 
環境学習会（千倉保健センター）13:30～15：30

曜 行　　　　　事 

19 水 

 

振替休日 

献血（丸山公民館）　　　　10:30～12:00

◇官庁御用納め　消防団歳末特別警戒 (～30日)

◇大みそか 

◇クリスマス 
固定資産税第3期･国民健康保険税第6期 
介護保険料第5期納期限 

三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ） 
10:00～11:30 

◇冬至 

12 水 

13 木 

20 木 

22 土 

23 日 

21 金 

 

24 月 

25 火 

26 水 

27 木 

28 金 

29 土 

30 日 

31 月 

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

17 月 
18 火 

14 金 

15 土 

16 日 

◇年賀郵便受付 

◇冬の交通安全運動 (～31日)

9 日 

10 月 

10:00～15:00 
10:00～15:00 
13:30～16:00 
13:30～16:00 
13:30～16:00 
10:00～15:00 
13:30～16:00  9:30～11:30 

13:30～15:30 
9:30～11:30 
13:30～15:30 
9:30～11:30 
13:30～15:30

丸山保健福祉センター 
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 
和田地域福祉センター 
 

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

行政相談 
6日(木) 
10日(月) 
12日(水) 
14日(金) 
19日(水) 
21日(金) 
26日(水)

6日(木) 
12日(水) 
14日(金) 
19日(水) 
20日(木) 
21日(金) 
26日(水)

育児相談 
5日(水) 
6日(木) 
7日(金) 
10日(月) 
12日(水) 
14日(金)

各 種 無 料 相 談 

丸山保健福祉センター 
とみうら元気倶楽部 
富山支所 
白浜保健福祉センター 
ちくら介護予防センター 
三芳農村環境改善センター 
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 

7日(金)

 10:00～15:00 千倉支所 
交通事故巡回相談 
21日(金)

白浜支所 
丸山保健福祉センター 
とみうら元気倶楽部 

4日(火) 
6日(木) 
10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実施します。 
相談は無料で、事前の予約が必要です。 

相談日 
12月3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 

　 　天皇誕生日 

法律相談　 

申込および問い合わせ　社会福祉協議会　TEL　44－3577

無料法律相談の事前予約申し込みを行います。申し込みは、
12月25日（火）午前9時から受け付けます。 
相談日 

1月16日(水) 13:00～16:00 丸山保健福祉センター 
時　　間 場　　所 

※定員は6人です。 



いきいき心身づくり教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 

いきいき心身づくり教室 

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。 
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日　　時 12月20日（木）
午後2時から午後3時30分まで

対　　象 20歳以上
内　　容 糖尿病について
講　　師 富山国保病院医師
定　　員 50人
申込期限 12月19日（水）

日　　時 12月10日（月）
午後2時から午後3時まで

内　　容 冬の育児のポイント
講　　師 保健師
定　　員 30人
申込期限 12月6日（木）

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【12月の予防接種（集団）日程】

三芳保健福祉センター 2歳6カ月～2歳8カ月 12月4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 

12月11日（火） 

実施日 

12月18日（火） 千倉保健センター 3歳4カ月～3歳6カ月 

場　　所 

とみうら元気倶楽部 

場　　所 対象児 

【3歳児健康診査】受付時間　12:45～13:00

実施日 
12月21日（金） 和田地域福祉センター 1歳6カ月～1歳8カ月 

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 
12月5日（水） H19.6.6～H19.9.6

場　　所 対象児 
富山保健福祉センター 

【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。
日ごろからお子さんの体調について、注意すべき点など
あれば、その内容をよく理解している保護者のお越しを
お願いします。

千葉県弁護士会では「障害者の日」に伴う活動として、
「障害者・高齢者の人権・法律110番」を開催します。
日　　時 12月10日（月）午後1時から午後4時まで
相談方法 臨時電話043－227－9055による電話相談

※ただし、12月7日（金）までに千葉県弁
護士会に電話で申し込まれた人は、弁護
士会にて面談に応じます。

相談内容 障害者・高齢者に関する人権・法律問題
（財産・金銭・家族問題など）全般につい
て弁護士が対応します。

相 談 料 電話相談・面談とも無料
面談申込および問い合わせ

千葉県弁護士会
TEL 043－227－8431

いきいき心身づくり教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 

いきいき心身づくり教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 未来っこくらぶ いきいき心身づくり教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 

いきいき心身づくり教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 

いきいき心身づくり教室 

家族ふれあい料理教室

※参加を希望される場合は、事前の申し込みが必要です。

「障害者・高齢者の人権・法律110番」

小さなお子様と一緒に大房岬でお泊まり体験しませ
んか？森の中をゆっくりのんびりと散歩をしたり、自
然のものを拾ったりと、岬の自然と人にふれあう1泊2
日です。
日　　程 12月1日(土)から2日(日)まで　1泊2日
場　　所 大房岬少年自然の家
対　　象 1歳からの乳幼児と家族　先着10組
参 加 費 1組（保護者1人（20歳以上）＋子ども1人

（満1歳から3歳未満まで））4,000円
※宿泊費、食費、体験料など含む
保護者1人追加ごとに4,000円(宿泊費、食費、
体験料など含む)3歳未満の子ども追加分は
無料

申込および問い合わせ
大房岬少年自然の家　TEL  33－4561

ちびっこだって自然体験　1歳からのお泊り会

日　時 12月22日（土）午前9時30分から午後1時まで　　
場　所 富山公民館　　定　員　20組　
対　象 幼稚園・小学生と保護者
申込期限 12月14日（金）

料理を作る楽しさを体験し、
食事づくりで家族のふれあい
を深めることを目的に料理教
室を行います。

いきいき心身づくり教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 

いきいき心身づくり教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 
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市では、地球温暖化防止対策の一環として、11月から
『環境家計簿』を取り入れました。環境にやさしいライフ
スタイルへの見直しを働きかけるとともに、地球温暖化
防止のための運動を呼びかけていきたいと考えています。
この環境家計簿の利用方法については、学習会の中で

説明しますので、皆さんのご参加をお待ちしています。
日　　　時 12月9日（日）

午後1時30分から午後3時30分まで
場　　　所 千倉保健センター　3階
内　　　容 ○学習会（東京電力㈱木更津支社）

『身近なことからの地球温暖化対策』
○環境家計簿の使い方について

定　　　員 100人（先着順、申込不要）
参　加　費 無料
問い合わせ 環境都市づくり推進室　TEL 33－1042

有害鳥獣対策勉強会開催　～富浦支部編～

日　　時 11月30日(金) 午後6時
場　　所 市役所別館　大会議室
内　　容 富浦支部の活動内容の紹介と研究

＊捕獲体制について　　
＊防護柵について
＊イノシシ肉利用について

※鳥獣被害に関心のある皆さん、ご参加ください。
問い合わせ 南房総市有害鳥獣対策協議会

農林水産課　TEL 33－1078

三芳村国際交流協会（会長　羽山信一）では、クリ
スマスパーティーを開催します。姉妹友好都市のファー
ンデイル市へ派遣された中学生の研修報告や市のＡＬＴ
（7人）を招いて歌やゲームなどで、楽しいひと時を過
ごしたいと思います。参加できる人は、住所・氏名・年
齢・電話番号をはがきまたはＦＡＸ(電話可）でお知ら
せください。
日　　時 12月9日（日）正午から午後3時まで
会　　場 三芳農村環境改善センター（市役所三芳支所隣）
参 加 費 大人（高校生以上）500円

小人（中学生以下）200円
※交換用プレゼント300円程度の品物を持
参してください。

申込期限 12月1日（土）
申込および問い合わせ

三芳国際交流協会　事務局長　川崎　一
〒294－0823 南房総市府中658－1
TEL   36－3026（夜間）
FAX 36－3026

クリスマスパーティー開催

教育委員会では、児童生徒の情操教育の向上を目的とし
た音楽鑑賞会を開催します。
また、併せて市民の皆さんにも本物の歌声を聞いていた
だく機会を計画しました。東欧の美しい音楽の国チェコか
らボニ・プエリ少年合唱団がやって来ます。チェコの古い
歴史の街で育まれた『心から心へ伝わる』少年たちの歌声
は心が温まり「天使」そのものです！
日　　時 12月11日（火）午後2時　開演

※入場は無料です。
場　　所 白浜フローラルホール

（白浜町滝口6767－1 TEL 30－5000）
問い合わせ 学校教育課　TEL  46－2962

「南房総市音楽鑑賞会」開催

2月はフウランの植え替えに良い季節です。高級ミ
ズゴケによる植え替え教室を実施します。
日　　時 平成20年2月20日（水）

午後1時30分から午後3時30分まで
場　　所 富山公民館　講義室
講　　師 近藤新一　先生
定　　員 15人
費　　用 2,500円（フウラン、鉢代含む）

自分でフウラン、鉢を用意される場合500円
申込期限 12月20日（木）
問い合わせ 富山公民館　TEL 57－3590

フウランの植え替え教室

大型客船『ふじ丸』に乗って、小笠原諸島父島まで
の海の旅！一生忘れない“思い出”、全国に友だちをつ
くりませんか？
実施期間 平成20年3月26日(水)から

3月31日(月)まで　（5泊6日）
寄 港 地 小笠原諸島父島（二見港）
参加対象 小学校4年生から中学校3年生の健康な男女
募集人員 3人程度（全国総勢500人参加予定）
参 加 費 80,000円
募集期限 12月21日（金）
申込および問い合せ

千倉総合運動公園　TEL 44－3381

Ｂ＆Ｇ｢体験クルーズ｣参加者募集～いざ大海原へ！～
千葉県では、クレジット・サラ金・ローンなどの多重

債務をかかえている人を対象にした相談会を開催します。
借金の返済が苦しい、悪質な取立てや執拗な電話に困

っているなどの悩みに、弁護士・司法書士などの専門家
が法的解決に向けたアドバイスを行います。
相談は無料です。一人で悩まず、ぜひご相談ください。
日　　時 12月12日（水）

午前10時から午後4時まで
会　　場 館山市役所4号館　第1会議室
内　　容 弁護士・司法書士による面談（予約優先）
予約申込先 千葉県県民生活課 TEL 043－223－2292

館山市商工観光課 TEL 22－3362
※12月3日（月）から予約受け付けを開始
します。

問い合わせ 商工観光課 TEL 33－1092

多重債務無料相談会

環 境 学 習 会 開 催



【一般書】
ホームレス中学生　　　　　　　　　　　田村　裕
角兵衛獅子　　　　　　　　　　　　　　大仏　次郎
冠婚葬祭マナー事典　　　　　　　　　　小学館
お箸で食べる洋食　　　　　　　　　　　土井　善晴
幕末の尼将軍ー篤姫　　　　　　　　　　童門　冬二
さよなら、そしてこんにちは　　　　　　荻原　浩
萩のしずく　　　　　　　　　　　　　　出久根　達郎
いつかは恋を　　　　　　　　　　　　　藤田　宜永
清らかな厭世　　　　　　　　　　　　　阿久　悠　　　　　
獅子の系譜　　　　　　　　　　　　　　津本　陽
【児童書】
はすいけのぽん　　　　　　　　　　　　古舘　綾子
不自由な手でだきしめて　　　　　　　　島田　和子
はこははこ？　　　　　　　　アントワネット　ポーティス
イサナ竜宮の闘いへ　　　　　　　　　　たつみや　章
クリスマスの妖精（フェアリー）ホリー

デイジー　メドウズ
地球の心はなに思う　　　　　　　　　日本児童文学者協会
アップルパイたべてげんきになぁれ　　　茂市　久美子
忍者サノスケじいさんわくわく旅日記1 なすだ　みのる
まじょ子とようせいの国　　　　　　　　藤　真知子
コロコロどんぐりみゅーじあむ　　　　　いわさ　ゆうこ
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安房医師会病院 
 
安房医師会病院 
太田整形外科医院 
東条病院 
 
安房医師会病院 
 
安房医師会病院 
館山病院 
 
安房医師会病院 
 
安房医師会病院 
鋸南病院 
 
安房医師会病院 
 
安房医師会病院 
館山病院 
勝山クリニック 
 
安房医師会病院 
富山国保病院 
原クリニック 
 
安房医師会病院 
赤門整形外科内科 
黒野医院 
 
安房医師会病院 
鋸南病院 
 
安房医師会病院 
館山病院 
亀田ファミリークリニック 

25－5111 
 
25－5111 
23－2318 
04－7092－1207 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122 
 
25－5111 
 
25－5111 
55－2125 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122 
55－2138 
 
25－5111 
58－0301 
24－5711 
 
25－5111 
22－0008 
04－7094－0383 
 
25－5111 
55－2125 
 
25－5111 
22－1122 
20－5520

（館山） 
 
（館山） 
（館山） 
（鴨川） 
 
（館山） 
 
（館山） 
（館山） 
 
（館山） 
 
（館山） 
（鋸南） 
 
（館山） 
 
（館山） 
（館山） 
（鋸南） 
 
（館山） 
（富山） 
（館山） 
 
（館山） 
（館山） 
（鴨川） 
 
（館山） 
（鋸南） 
 
（館山） 
（館山） 
（館山） 

◇12月の救急当番医◇ 

12月　1日（土）午後 
 
12月　2日（日） 
 
 
 
12月　8日（土）午後 
 
12月　9日（日） 
 
 
12月15日（土）午後 
 
12月16日（日） 
 
 
12月22日（土）午後 
 
12月23日（日） 
 
 
 
12月24日（月） 
 
 
 
12月29日（土） 
 
 
 
12月30日（日） 
 
 
12月31日（月） 

 

 

※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他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）◇

千葉県では、観光を通じた地域振興の取組みを支援するため、一般県民や宿泊事業者、観光事業者の皆さんを対象とした
「観光立県セミナー」を城西国際大学と連携して開講します。
会　　場 城西国際大学安房キャンパスＡＶ教室（ＪＲ安房鴨川駅からバスで約15分または、ＪＲ太海駅から徒歩約20分）
日程とテーマ

藺12月12日（水）午前10時から午後4時10分まで
「資源・事業者・住民などの連携による観光地経営　～枇杷倶楽部の事例～」 加藤　文男（南房総市戦略プロジェクト推進部長）
「観光による地域振興のあり方　～地域資源の有効活用と観光地経営～」 山村　順次さん
「観光の新たな潮流を読む　～21世紀の観光は世界最大の平和産業～」 溝尾　良隆さん
藺12月13日（木）午前10時から午後4時10分まで
「南房総地域のウェルネスリゾート化を考える　～保養地域の活性化と宿泊観光事業の展開～」 山村　順次さん
「南房総エリアにおける地域資源の情報化と広域観光～ブランド力の強化と広域連携による観光情報受発信～」

鈴木　聡明さん
「多様なニーズに対応した宿泊業を考える　～新たな滞在型・半定住型宿泊事業の可能性～」

(有）ＯＰＡ 代表取締役　梅津　隆英さん
対　　象 どなたでも参加でき、1日のみの受講も可能です。
参 加 費 無料（要申し込み、定員100人）
申込方法 電話または電子メールで、氏名、住所、電話番号、受講希望日、「鴨川会場で受講」である旨をお知らせください。
申込および問い合わせ 城西国際大学　観光学部事務室　TEL 04－7098－2800 mail kan-semi@jiu.ac.jp

千葉県内の事業所で働くすべての労働者（パート・アルバイト含む）およびそ
の使用者に適用される地域別最低賃金「千葉県最低賃金｣が10月19日から時間額
706円（従来は687円）に改正されました。
問い合わせ 千葉労働局労働基準部賃金室　　TEL  043－221－2328

木更津労働基準監督署　　　　　TEL  0438－22－6165

「観光立県セミナー」開講「観光立県セミナー」開講 ～来訪者の視点から見たまちづくりや
地域の活性化について一緒に考えていきましょう～

千葉県最低賃金は
時間額 706円


