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日 日 曜 行　　　　　事 

1 火 

2 水 

3 木 

4 金 

5 土 

6 日 

8 火 

7 月 

11 金 

◇八十八夜 

憲法記念日 

みどりの日 

こどもの日 

◇メーデー　　憲法週間 
固定資産税および介護保険料第１期納期限 

◇愛鳥週間 

◇春の全国交通安全運動～２０日 

◇母の日 

◇沖縄本土復帰記念日 

◇世界赤十字デー 

三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ） 
10:00～11:30

◇国際善意デー 

曜 行　　　　　事 

19 土 市消防操法大会　市役所別館前駐車場　10:00～ 

◇小満　　春季行政相談強調週間～２７日 

献血　三芳保健福祉センター 
10:00～11:45　13:00～13:45

長尾幼小合同運動会（白浜地区） 
健田幼小運動会（千倉地区） 

富山保健福祉センター開放（わくわく教室） 
10:00～11:30

自動車税および軽自動車税納期限 

ゴミゼロ運動 
おはなし会　千倉図書館　14:00～14:30

三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ） 
10:00～11:30

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 

16 水 

14 月 

15 火 

9 水 

10 木 

◇立夏 
ふるさと美化運動（和田地区） 

各 

種 

無 

料 

相 

談 
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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 

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

富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 
三芳保健福祉センター 

9日(水) 
10日(木) 

 
16日(水) 
18日(金) 
21日(月) 
23日(水)

育児相談 各 種 無 料 相 談 

各 

種 

無 

料 

相 

談 

 

10:00～12:00
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 
丸山公民館 
和田地域福祉センター 

ちくら介護予防センター 

心配ごと相談　13:30～16:00
結婚相談 9日(水) 

10日(木) 
16日(水) 
17日(木) 
18日(金) 
21日(月) 
23日(水)

11日(金)

10:00～15:00
交通事故巡回相談 
16日(水)

富山支所　　　　 
千倉支所 
和田コニュニティセンター 

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

　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。今月は泌
尿器科医による相談を行います。 
　相談は無料です。事前の予約が必要です。 

  
月　日 

5月16日(水) 14:00～16:00 安房健康福祉センター 
時　　間 場　　所 

行政相談 
8日(火) 
14日(月) 
15日(火) 
21日(月) 
30日(水)

千倉支所 

女性のための健康相談 

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 
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乳幼児健康診査

健康増進課から 申込先・問い合わせ　 TEL 36－1152

予防接種【5月の予防接種（集団）日程】

月　日 
5月9日(水) 12:45～13:00 千倉保健センター 

受付時間 場　　所 

【2歳児歯科健康診査】

対象児：平成16年10月31日までに生まれ、2歳児歯科健康
診査が済んでいないお子さん

5月16日(水)
月　日 

12:45～13:00 丸山保健福祉センター 
受付時間 場　　所 

対象児：平成15年10月31日までに生まれ、3歳児健康診査
が済んでいないお子さん

【3歳児健康診査】

月　日 
5月18日（金） 13:00～13:15 三芳保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

対象児：平成19年2月18日までに生まれ、前年度の4カ月
健康診査が済んでいないお子さん

【股関節検診】
月　日 

5月22日（火） 12:45～13:00 千倉保健センター 
5月23日（水） 12:45～13:00 とみうら元気倶楽部 

受付時間 場　　所 

歳 月

対象児：平成17年10月31日までに生まれ、1歳6カ月児健
康診査が済んでいないお子さん

【1歳6カ月児健康診査】

乳がん検診

月　　　　日 検診機関 

 安房医師会病院 
 
亀田クリニック 
館山病院 

火・水・木・金 
 
月・木・金 
月・木 

5月21日(月)～ 9月14日（金） 
11月 5日(月)～11月22日（木） 
5月21日(月)～ 7月27日（金） 
5月21日(月)～ 9月13日（木） 

曜　　日 

※安房医師会病院を希望された人は、地区に
よって検診日を割り振ります。「住民検診
申込書」で申し込まれた人には、個別通知
します。申し込みをされていない人で、検
診を希望される場合は、5月25日（金）ま
でに健康増進課へ連絡ください。

対象者：30歳から39歳エコー検査、40歳以上マンモグラフィ検査

子宮がん集団検診

場　　所 月　日 

6月　4日（月） 丸山保健福祉センター 

6月　5日（火） 富山保健福祉センター 

6月15日（金） 白浜フローラルホール 

受付時間 

9:00～11:00 

9:00～10:00 

9:00～11:00 

場　　所 月　日 

7月　3日（火） 千倉保健センター 

7月　4日（水） とみうら元気倶楽部 

7月17日（火） 三芳保健福祉センター 

受付時間 

8:30～10:30 

9:00～10:00 

9:00～  9:30 

6月19日（火） 和田地域福祉センター 9:00～11:00 

※「住民検診申込書」で申し込まれた人には、個別通知します。申し込みをされていない人で、検診を希望される場合は、
5月25日（金）までに健康増進課へ連絡ください。

対象者：20歳以上の女性

大腸がん検診

地　　　　区 月　　　　日 
6月 4日（月)・ 5日（火） 
6月 6日（水)・ 7日（木） 
6月11日（月)・12日（火） 
6月13日（水)・14日（木） 

三　　芳 
和　　田 
富　　山 
白　　浜 

丸　　山 
富　　浦 

 
千　　倉 

6月18日（月）・19日（火） 
6月20日（水）・21日（木） 
6月25日（月）・26日（火） 
　  27日（水)

地　　　　区 月　　日 

※「住民検診申込書」で申し込まれた人には、個別通知します。回収場所については、個別通知で確認ください。
申し込みをされていない人で、検診を希望される場合は、5月25日（金）までに健康増進課へ連絡ください。

対象者：40歳以上

対象児：平成18年11月11日から平成19年2月11日生まれで
BCGの接種が済んでいないお子さん

月　日 
5月10日（木） 13:15～13:30 千倉保健センター 

受付時間 場　　所 

【ＢＣＧ】

予防接種を受ける際は、保護者の同伴が必要です。普段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。
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実 施 日 6月15日（金）
実施場所 富山公民館　　定　　員 毎回30人（申込制） 講　　師 薛　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。6月13日（水）までに申し込みをお願いします。
なお、申込者多数の場合は先着順となりますのでご了承ください。

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30分まで

市の代表として、よい歯のコンクールの出場者を募集します。
出場資格　親と子のよい歯のコンクール

平成18年度に3歳児健康診査を受けたお子さんと
その保護者
高齢者のよい歯のコンクール
平成19年4月1日現在、満80歳以上で自分の歯が

20本以上ある人
※今まで出場したことのある人は対象となりません。

申込期限 5月18日（金）

日　　時 5月15日（火）
午後2時から午後3時まで

場　　所 富山保健福祉センター
対　　象 1歳までのお子さんと保護者
内　　容 ベビーサインについて
講　　師 松尾和子助産師
定　　員 30組
申込期限 5月14日（月）
※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 5月30日（水）午後2時から午後3時まで
対　　象 50歳から69歳まで　　　　　　　　　　
講　　師 富山国保病院　渡辺理学療法士　　　　　　
申込期限 5月28日（月） ※参加を希望される人は、事前の申し込みが必要です。

試験日時 7月25日（水）午後2時から午後4時まで　　試験会場 幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2丁目1番）
受験願書の受付期間 5月22日（火）から5月24日（木）まで
受験願書の提出先
住所が県内にある人は住所地の所轄保健所（健康福祉センター）に、また住所が県外

にあるものは千葉県健康福祉部健康づくり支援課
受験願書用紙の配布
4月9日（月）から安房健康福祉センター地域保健福祉課および鴨川地域保健センターで配布します。
なお、調理師会支部長および役員宅でも用紙の配布を行います。
調理師会支部長および役員宅
副会長 長島　久郎　　〒299－2712 和田町海発1591－1
〃　 高木　一康　　〒295－0102 白浜町白浜3856
富山支部長 山田　教二　　〒299－2226 市部174
富浦支部長 本田　うめ　　〒299－2402 富浦町豊岡124－1
三芳支部長 川名　良治　　〒294－0823 府中550
千倉支部長 山口　計夫　　〒295－0022 千倉町忽戸504
白浜支部長 山口　嘉三　　〒295－0103 白浜町滝口6231
嶺南支部長 畠山　智　　　〒299－2713 和田町松田630
問い合わせ 安房健康福祉センター　地域保健福祉課　TEL 22－4511

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35分から午前10時45分まで
実施時間 午前10時45分から午前11時30分まで

ベビー科（10カ月から2歳未満対象） 幼　児　科（2歳から4歳対象）

場　　所 富山保健福祉センター
内　　容 腰痛体操
定　　員 20人程度

TEL47－2131（新都）
TEL38－2061（長重郎）
TEL57－2535（橋場屋）
TEL33－2268（聖山荘）
TEL36－3719（御鮨処かわな）
TEL44－0127（三五郎製菓）
TEL38－3906（ばんじょう）
TEL47－2656（畠山鮮魚店）

調理師試験の実施

健康増進課から 申込先・問い合わせ　 TEL 36－1152



～身体障害者などの人は、5月24日（木）までに
減免の申請をお忘れなく！～

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育
手帳、戦傷病者手帳などを持っている人で障害の程
度が一定以上の人、または生計をともにしている人
は、所有している車1台に限り（県の自動車税との
二重減免はできません）、減免を受けられる場合が
あります。
減免を希望する人は軽自動車税を納める前に、

① 障害者手帳　② 納税通知書　③ 運転免許証
④ 車検証　⑤ 印鑑
を持参のうえ、5月24日（木）までに税務課または
各支所地域市民福祉課へ申請してください。

応 募 資 格 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、の小学校・
中学校・高校生です。

応募サイズ カラーのサービス判およびＬ判　　応 募 期 限 6月20日（水）（当日消印有効）
発　　　表 7月下旬（入賞者には、直接郵便で通知します）
表　彰　式 8月18日（土）
入選作品展示会 8月14日（火）から8月27日(月)まで　　そごう大宮店（学校展示会／関東各地）
審　査　員 渡部 聡（毎日新聞社写真部長）・木村恵一（写真家）・熊切 圭介（写真家）

（社）日本道路協会・（社）関東建設弘済会・国土交通省関東地方整備局
送　り　先 〒102-0071 東京都千代田区飯田橋郵便局留置「道のある風景写真コンクール係」あて
問い合わせ 道のある風景写真コンクール実行委員会

TEL 03－3234－6078 ホームページアドレス http://www.kantoukousai.or.jp/
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軽自動車税の納期限は5月31日（木）です
5月上旬に自動車税事務所から納税通知書が送付

されますので、最寄りの金融機関などで早めに納め
ましょう。
なお、便利なコンビニエンスストア（一部を除く）
での納付もできます。詳しくは、納税通知書同封の
「しおり」をご覧ください。
問い合わせ 館山県税事務所　TEL 22－7117

自動車税の納期限は5月31日（木）です

市税を金融機関などで納めていただくと、市役所
で納税が確認できるまでに1週間程度かかる場合が
あります。納税後1週間以内に納税証明書が必要な
場合は、市税の領収書、口座振替の人は記帳後の預
貯金通帳を持参のうえ、申請していただくようお願
いします。
口座振替の人には、継続検査用の納税証明書は6

月中旬ごろ送付します。
問い合わせ 収納課　TEL 33－1024

軽自動車税の納税証明書の発行

市内全域を対象とした木造住宅の耐震診断費用の一部を補助する制度を実施します。
平成7年の阪神・淡路大地震を教訓に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が制定

され、市独自の補助制度として、建築物の安全性に対する市民意識の向上を図り、災害
に強いまちづくりを推進することを目的としています。
事業の対象は、次に該当する建築物とします。

（1）市内に住所を置く人が所有していること
（2）過去に南房総市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた住宅でないこと
（3）柱、梁その他の主要構造部が木材の在来軸組構法によって造られていること
（4）昭和56年5月31日以前に建築され、または着工された住宅で、一戸建て住宅または併用住宅（居住の

用に供する部分の床面積が、当該木造住宅の延べ床面積の2分の1以上のもの）であること　
（5）地上階数が2階建以下であること
（6）原則として耐震相談において、「誰でもできるわが家の耐震診断」(国土交通省住宅局監修・財団法人日

本建築防災協会発行)に基づく診断の結果、評点合計が9点以下の住宅であること
補　助　額 補助金の額は耐震診断に要する経費で市の算出した額の3分の2以内、80,000円を限度とします。
※ 詳細は、問い合わせください
問い合わせ 建設部管理課　TEL 33－1102

木造住宅耐震診断費補助制度

第20回 道のある風景写真コンクール　<テーマは道のある風景>

4月号に市民課・富浦地域福祉係TEL33－1041と
掲載しましたが、市民課代表33―1051でもつなが
りますのでお知らせします。

市民課・富浦地域福祉係の連絡先



対　象　者 市内に居住し在宅で要介護認定3・
4・5の人、身体障害者手帳1・2級
の人、精神障害者保健福祉手帳およ
び療育手帳をお持ちの人です。

給 付 種 類 テープ式・フラットタイプ・
尿とりパット・パンツタイプ

給　付　月 6月・9月・12月・3月
申 込 期 限 5月31日（木）
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千倉Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール開放に伴い監視
員を募集します。
雇 用 期 間 6月1日(金)から9月15日(土)まで
時 　 　 間 午前8時30分から午後5時30分まで
募 集 人 員 3人
資　　　格 年齢18歳以上50歳未満の健康な人

（高校生は除く）
賃　　　金 日額6,700円
応 募 方 法 履歴書（写真添付）を

5月18日(金)までに千
倉総合運動公園へ提出
してください。

問い合わせ 千倉総合運動公園　TEL 44－3381

プール監視員募集

紙おむつの給付
ご夫婦おそろいで、めでたく50周年をお迎えに

なるおふたりをお祝いします。
対　象　者 市内に居住し、昭和32年9月1日から

昭和33年8月31日までにご結婚され
たご夫婦です。

申 込 期 限 5月31日（木）

結婚50周年祝賀事業

米国カリフォルニア州モントレーと南房総との「あわ
び」がつなぐ交流事業の一環として開催されます。
一般公開で入場は無料です。お気軽にご入場ください。
日　　　時 5月13日（日）

開場：午後1時30分　開演：午後2時
場　　　所 とみうら元気倶楽部内　さざなみホール
問い合わせ
オーシャンクイーン事務局（英会話クラブサビーネ内）
溝口かおり　TEL23－3394

モントレーからの一行歓迎会および
ドキュメンタリー映画「海女の話」上映会の開催 ＮＴＴ東日本では地球環境保護・資源の有効活用の

ため「古い電話帳から新しい電話帳へ」の考えのもと、
古い電話帳のリサイクルを積極的に推進しています。
新しい電話帳を各家庭に6月中にお届けしますので、
その際古い電話帳を配達員へお渡しください。
不在などで古い電話帳を回収できなかったお客様

へは、改めて回収に伺いますので、ご連絡ください。
問い合わせ
タウンページセンタ
フリーダイヤル番号0120－506－309

回収します！あなたの家の古い電話帳 !!

沖縄での海洋性レクリエーションや自然体験活動を通して、
海・船・海洋環境に係る理解を深めてみませんか？
研修先は、沖縄県北部地区です。

Ｂ＆Ｇ「海洋体験セミナー」「親子ふれあい体験セミナー」 参加者募集

Ｂ＆Ｇ千倉海洋クラブでは、海洋性スポーツ（ヨッ
ト、カヌーなど）に興味がある人を募集しています。
募 集 対 象 原則小学4年生以上の健康な人

※3年生以下の場合は、活動中保護者
同伴とします。

募 集 人 員 20人程度
実 施 期 間 5月13日から8月末まで（日曜日）
実 施 場 所 千倉漁港（平舘寄り）
申 込 受 付 千倉総合運動公園にて随時

入会金500円
年会費3,000円（保険代含む）

問い合わせ 千倉Ｂ＆Ｇ海洋クラブ事務局
（千倉総合運動公園内）TEL 44－3381

ヨットやカヌーに乗ってみませんか？

募 集 期 限 5月25日（金） 申込および問い合わせ 千倉総合運動公園　TEL 44－3381

社会福祉協議会から 申込および問い合わせ　 TEL 44－3577

実 施 期 間 
参 加 対 象 
参 加 費 
募 集 定 員 

海洋体験セミナー　4泊5日 
8月16日（木）～8月20日（月） 

小学校5年生から中学校3年生の男女 
1人67，000円 

2人 

親子ふれあい体験セミナー　3泊4日 
8月3日（金）～8月6日（月） 

小学校3年生から6年生とその保護者 
親子1組98，000円 
1組（親子2人） 



【一般書】
美智子さまの恋文　　　　　　　　　橋本　明　　
パンで幸せ三昧　　　　　　　　　　集英社
名人の梅干し・梅料理　　　　　　　藤巻　あつこ　
西遊記　　上　　　　　　　　　　　平岩　弓枝
月島慕情　　　　　　　　　　　　　浅田　次郎
八日目の蝉　　　　　　　　　　　　角田　光代　
朝日のようにさわやかに　　　　　　恩田　陸
千年樹　　　　　　　　　　　　　　荻原　浩
わが人生の歌がたり　昭和の哀歓　　五木　寛之
家日和　　　　　　　　　　　　　　奥田　英朗
【児童書】
さあ、おきて、おきて！ クリスティン モートン＝ショー
まめうしのももいろのはる　　　　　あきやま　ただし
ファンタージエン　夜の魂　　ウルリケ シュヴァイケルト
なによりも大切なこと　　　　　　　あさの　あつこ
恐竜　　　　　　　　　　　　　　　学研
ハッピーフィート　　　　　　　　　河井　直子‖訳
イノザブロウとあたらしいともだち　ふくざわ　ゆみこ
きぜつライオン　　　　　　　　　　ねじめ　正一‖詩　
ぼくのあぶないアルバイト　　　　　斉藤　洋
霧の妖精（フェアリー）エヴィ　　　デイジー　メドウズ

名　　　称 「能登半島地震災害義援金」
期　　　限 9月28日（金）
口 座 番 号 00780－6－320
加 入 者 名 社会福祉法人石川県共同募金会
※通信欄には「能登半島地震災害義援金」と明記
① 方法：郵便振替　送金手数料無料
② 品物についての受け付けは行っておりません

問い合わせ 千葉県共同募金会
TEL 043－245－1721

～油断せず　いつも心に　初心者マーク～
～青だけど　車はわたしを　見てるかな～

期　間 5月11日（金）～5月20日（日）
千葉県・千葉県交通安全対策推進委員会
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◇5月の救急当番医◇ 

5月　3日（木） 
 
 
5月　4日（金） 
 
 
5月　5日（土） 
 
 
 
5月　6日（日） 
 
 
5月12日（土）午後 
 
5月13日（日） 
 
 
5月19日（土）午後 
 
5月20日（日） 
 
 
 
5月26日（土）午後 
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※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・祝日です。

◇千倉図書館新着図書紹介（問い合わせ TEL40－1120）◇

安房医師会長　　　宮川　準
安房医師会病院長　上村公平

安房医師会病院は、平成12年から24時間365日の救
急受入れ体制を7年間おこなってきました。
しかしながら、近年の医師不足により、現行の救急

体制を堅持して行く事が困難となり、4月1日から医師
確保が出来るまで、夜間の外科系と内科系の2人体制に
よる救急受入れは22時までとさせていただき、22時か
ら翌日8時30分までは1人体制とさせていただきます。
そのため、疾患によっては担当医の専門科により充

分な対応が出来ないケースも増加すると思われます。
また軽症な人が多数受診されると、重症な人への対応
も困難となりますので、21時30分以降の受診について
は、一般、救急車とも原則として受診前に電話をいた
だいてからの対応とさせていただきたく、お願い申し
上げます。
住民の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、

何卒ご理解ご了承の程お願い申し上げます。
問い合わせ 安房医師会病院　TEL 25－5032

ち　ば 
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