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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 

◇重陽 
三芳中・白浜中・千倉中運動会 

ふるさと美化運動（和田地区） 
第6回アームレスリング大会 

(白浜フローラルホール)10:30～ 

三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）10:00～11:30

◇二百十日　防災の日 

◇二百二十日 

◇白露 
第2回市民環境大学(千倉保健センター)13:30～15:00
おはなし会（千倉図書館）　　　14:00～14:30 
富山中・富浦中・丸山中・和田中運動会 

敬老の日 
 

曜 行　　　　　事 

19 水 三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）10:00～11:30

振替休日　◇結核予防週間 

第3回市民環境大学(千倉保健センター)13:30～15:00 
富浦小・南幼小・南三原幼小・三芳幼運動会 

富山保健福祉センター開放（わくわく教室）13:30～15:00

◇十五夜 

　   秋分の日 
第37回南房総市ロードレース千倉 

第16回白浜音頭全国大会（白浜フローラルホール） 
9:00～17:00

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 

17 月 

18 火 

14 金 

15 土 

16 日 

八幡の祭礼（～１６日）ツール・ド・ちば 2007（～１7日） 
岩井幼小・平群幼小・八束小・三芳小・白浜幼小・七浦幼小・ 
忽戸幼小・朝夷幼小・丸幼小・北三原幼小・和田幼小運動会 

◇世界の法の日 

9 日 

10 月 

◇彼岸入り　動物愛護週間 

◇秋の全国交通安全運動　～30日 
富浦幼運動会 

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

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

千倉支所 
富山支所 
とみうら元気倶楽部 
白浜保健福祉センター 
丸山公民館 
和田地域福祉センター 
三芳支所 

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

富山支所 
千倉支所 
和田コミュニティセンター 

行政相談 
10日（月） 

 
12日（水） 
19日（水） 
20日（木） 
26日（水） 
28日（金） 

育児相談 

3日（月） 
5日（水） 
10日（月） 
11日（火） 
26日（水） 

各 種 無 料 相 談 

10:00～12:00

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

10日（月） 
12日（水） 
19日（水） 
20日（木） 

 
21日（金） 
26日（水） 

10日（月） 
11日（火） 
13日（木） 

7日（金） 

 10:00～15:00 千倉支所 

交通事故巡回相談 

19日（水） 

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

今月は泌尿器科医による相談で、「尿失禁」などの相談に
応じます。相談は無料で、事前の予約が必要です。 

相談日 
9月19日（水） 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 

〃 

〃 
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実 施 日 9月21日（金）
実施場所 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。9月19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に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

日 　 時 9月12日（水）午後2時から午後3時30分まで　
場　　所 富山保健福祉センター　
対　　象 20歳以上　　
内　　容 3Ｂ体操
定　　員 30人　　
申込期限 9月10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 9月18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
内　　容 乳幼児の食事について
講　　師 管理栄養士
定　　員 30組　　
申込期限 9月14日（金）
※参加を希望される場合は、
事前の申し込みが必要です。

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【9月の予防接種（集団）日程】

実施日 
9月5日（水） 千倉保健センター 2歳6カ月～2歳8カ月 

場　　所 対象児 

【2歳児歯科健康診査】 受付時間　12:45～13:00

9月18日（火） 
実施日 

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 
9月14日（金） 三芳保健福祉センター ～H19.6.14

場　　所 対象児 

【股関節検診】 受付時間　13:00～13:15

実施日 
9月19日（水） 
9月25日（火） 

白浜保健福祉センター 
富山保健福祉センター 

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 
9月3日（月） 千倉保健センター H19.3.4～H19.6.4

場　　所 対象児 

【ＢＣＧ】 受付時間　13:15～13:30

【ポリオ】

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。

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歳未満まで対象） 幼　児　科（2歳から4歳まで対象）

月　日 
9月 4日（火） 
9月 6日（木） 
9月10日（月） 
9月11日（火） 
9月12日（水） 
9月13日（木） 
9月20日（木） 
9月26日（水） 
9月27日（木） 

13:15～13:30 
13:00～13:15 
13:15～13:30 
13:40～13:50 
10:30～10:50 
13:45～14:00 
13:00～13:15 
13:15～13:30 
13:45～14:00

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

H12.3. 5～H19.6. 5 
H12.3. 7～H19.6. 7 
H12.3.11～H19.6.11 
H12.3.12～H19.6.12 
H12.3.13～H19.6.13 
H12.3.14～H19.6.14 
H12.3.21～H19.6.21 
H12.3.27～H19.6.27 
H12.3.28～H19.6.28

 

 

 

受付時間 場　　所 対象児（生後3カ月～7歳6カ月未満） 
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市内に居住する65歳以上の高齢者がタクシーを利用する際に、利用料金の一部を市が助成します。
対 象 者 介護保険の認定をうけていない高齢者のみの世帯で、次のいずれにも該当する人

①世帯全員が自家用車を所有していない
②隣に自家用車を所有する親族がいない
※障害者福祉タクシー利用助成事業の対象者は除きます。

内　　　容 高齢者外出支援タクシー利用助成券（1回の利用につき600円の助成）を交付します。降車の際に利用券1
枚を渡し、利用料金から助成分を差し引いた額を本人が支払います。1年間（年度）30枚までとなります。
※助成券の交付は、高齢者福祉課または各支所（三芳支所を除く）へ申請書を提出してください。
また、申請書提出前に地区民生委員の確認事項の記載を必要とします。

問い合わせ 高齢者福祉課　TEL 36－1154

計量法では、正確な計量の実施を確保し、計量の面から消費者を守ることを目的として、商取引や証明に使用してい
る計量器について、2年に1回の定期検査を受けることを義務付けています。
対象となる計量器をお使いの場合は、市役所別館商工観光課および各支所地域事業課に備え付けの申請書を9月

14日(金)までに提出してください。なお、平成17年度の定期検査を受検されている場合は、別途通知します。
対象となる計量器の例
・スーパーや各種商店で商取引に使用している計量器　　・宅配便取次店で使用する計量器
・病院の健康診断用体重計や薬局の調剤用はかり　　　　・農家などが庭先販売などで使用する計量器

※午前・午後とも同じ会場の日は、正午から午後1時まで休憩時間です。
対象地区外でも受検できますが、その場合は商工観光課まで連絡してください。

問い合わせ 商工観光課　TEL 33－1092

高齢者外出支援タクシー利用助成

計 量 器 の 定 期 検 査

これまで、外国人登録の新規・変更登録申請受付窓口は各
支所地域市民福祉課および本庁市民課でしたが、10月1日
（月）から本庁市民課になります。
なお、証明書（記載事項証明書・原票の写しなど）の発行

は、これまでどおり支所でも行います。
問い合わせ 市民課　TEL 33－1051

市では、木造住宅の耐震化促進の一環として、住まいの耐
震相談会を次のとおり開催します。大規模な地震発生の可能
性が指摘されている中、この機会を利用して、
住まいの耐震性について考えてみませんか。
ご来場をお待ちしています。
日　　　時 9月12日（水）午後1時から
場　　　所 丸山公民館　多目的室
※費用は無料です。相談は予約制となります。
予約は建設部管理課まで電話でお願いします。
相談を希望される場合は、自宅の写真や図面などをお持ち
ください。
問い合わせ 建設部管理課　TEL 33－1102

体育指導委員は市民の皆さんのスポーツ振
興に関し、事業の実施やスポーツ事業への協
力などを行っています。
10月に軽スポーツ大会内房地区予選会を開

催しますので、皆さんお誘い合わせのうえ、
ご参加ください。
日　　　時 10月14日（日）午後1時30分から
会　　　場 三芳中学校体育館・グラウンド
種　　　目 ソフトバレーボール

（女子・登録8人以内）
グラウンド・ゴルフ
（男女問わず・個人戦）

申 込 期 限 10月5日（金）
参 加 対 象 内房地区（富浦・富山・三芳）

に在住または在勤者
※なお、予選大会の上位者は、11月18日（日）
の午後から千倉総合運動公園で開催予定の
本大会へ出場となります。
問い合わせ 生涯学習課

TEL 46－2964  FAX 46－4059

外国人登録受付窓口は本庁市民課になります

わが家の耐震相談会開催～地震に備え、わが家の耐震を～

市軽スポーツ大会内房地区予選会

検

査

日

程 

対象地区 実施日 時　　間 場　　所 対象地区 実施日 時　　間 場　　所 
富　浦 

富　山 
 

和　田
 

 

10/16（火） 

10/17（水）
 

 
10/18（木） 

10：30～15：00 
10：30～12：00 
13：30～15：00 
10：30～12：00 
13：30～15：00 

市役所本館前 
富山コミュニティセンター 
富山支所 
和田地域福祉センター 
和田コミュニティセンター 

三芳支所 
丸山支所 
　 
千倉保健センター 
　 
白浜自然休養村管理センター 

10：30～15：00 
10：30～15：00 

　 
10：30～15：00 

　 
10：30～15：00

10/19（金） 
10/22（月） 
10/23（火） 
10/24（水） 
10/25（木） 

三　芳 
丸　山 

千　倉
 

 
白　浜 



【一般書】
知より情だよ　　　　　　　　　　　　渡辺　淳一
聖灰の暗号　　上・下　　　　　　　　帚木　蓬生
やさしくわかる仏像入門　　　　　　　向吉　悠睦
花火の図鑑　　　　　　　　　　　　　泉谷　玄作
絆　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥羽　亮
ひとり旅　　　　　　　　　　　　　　吉村　昭
木洩れ日に泳ぐ魚　　　　　　　　　　恩田　陸
博士の本棚　　　　　　　　　　　　　小川　洋子
厄病神も神のうち　　　　　　　　　　赤川　次郎
ドロップス　　　　　　　　　　　　　永井　するみ
【児童書】
ぶす　　　　　　　　　　　　　　　　内田　麟太郎
おおおかさばき　　　　　　　　　　　川端　誠
親子で育てるさいばい図鑑　　　　　　金田　洋一郎
わたしのおとうと　　　　　　　　　　あまん　きみこ
うみのしゅくだい　　　　　　　　　　なかの　ひろみ
ぶたぬきくんナースになっちゃった　　斉藤　洋
ぼくのヘラオ変身日記　　　　　　　　緒島　英二
21世紀こども百科恐竜館　　　　　　　小学館
衣世梨の魔法帳夏はおばけがいっぱい　那須　正幹
なんでネコがいるの？　　　トーマス　ヴィンディング
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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　 
　鴨川市立国保病院 
 
　安房医師会病院　 
　富山国保病院　　 
 
　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　 
　鋸南病院　　　　 
　原クリニック　　 
 
　安房医師会病院　 
 
　安房医師会病院 
　赤門整形外科内科 

25－5111 
 
25－5111 
23－2318 
04－7092－1207 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122 
 
25－5111 
 
25－5111 
04－7097－1221 
 
25－5111 
58－0301 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122 
 
25－5111 
55－2125 
24－5711 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－0008

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

◇9月の救急当番医◇ 

9月　1日（土）午後 
 
9月　2日（日） 
 
 
 
9月　8日（土）午後 
 
9月　9日（日） 
 
 
9月15日（土）午後 
 
9月16日（日） 
 
 
9月17日（月） 
 
 
9月22日（土）午後 
 
9月23日（日） 
 
 
9月24日（月） 
 
 
 
9月29日（土）午後 
 
9月30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）◇

現在、千葉県では市町村が窓口となった犬･猫の引き取りは行っていません。
毎週月曜日に、安房保健所もしくは鴨川地域保健センターで引き取りを行って
います。引き取りには、下記の料金がかかります。
犬・猫の引き取り時間（毎週月曜日）
安房保健所　　　　　　午前8時45分から午前9時まで
鴨川地域保健センター　午前10時から午前10時15分まで
引き取り料金 生後91日以上　2,000円　生後91日未満　400円
※どうしても飼うことができない場合は、飼ってくれる人を探す努力をしまし
ょう。捨て犬や捨て猫については、直接保健所に問い合わせください。

年金記録は社会保険庁のコンピュータに大切に保管されています。被保険者の皆さんに安心してい
ただくため、市民課および各支所地域市民福祉課では社会保険事務所発行の「年金記録照会受付票」
の取り次ぎを行っています。社会保険事務所からの回答は2～3週間で自宅へ郵送されます。
希望者は年金手帳など基礎年金番号のわかるもの・運転免許証など本人確認ができる書類

を持参のうえ、市民課または各支所地域市民福祉課へお越しになり、受付票に必要事項を記
入し提出してください。なお、本人以外の場合は委任状が必要となります。また、市役所までお越しいただくのが困難な
場合は、ねんきんダイヤルまたは社会保険庁ホームページで確認することができます。
年金時効特例法
年金記録の訂正による年金の増額分は、時効（5年以上前）により消滅した分を含めて、本人または遺族へ全額支払わ

れます。9月から順次請求に必要な用紙が郵送されますが、今すぐ手続きを希望される人は、社会保険事務所での手続き
をお願いします。手続き方法など詳しくは、社会保険庁ホームページまたはねんきんダイヤルでご案内しています。
問い合わせ ねんきんダイヤル　0570－05－1165 社会保険庁ホームページ　http://www.sia.go.jp/

年金記録が
確認できます

犬・猫の引き取り
ペットは責任をもって

最後まで面倒をみましょう

問い合わせ
●安房保健所
TEL 22－4511
●鴨川地域保健センター　　
TEL 04－7092－4511


