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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 

◇小寒 

消防出初式（千倉総合運動公園）9:00～ 

　　   成人の日 
新春賀詞交歓会(富浦ロイヤルホテル)11:30～ 

◇書初　初荷 

◇官庁御用始め 

 

◇七草 

元日 

第20回さわぎんぴっく・健康まつり(三芳支所周辺) 
  
千倉町農産物共進会(千倉漁村センター)   
2008なの花まつり(和田支所周辺) 
富山地区産業まつり(富楽里とみやま) 
成人式（白浜フローラルホール） 
下立松原神社夜明し祭（白浜地区） 

曜 行　　　　　事 

19 土 

 

三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ） 
10:00～11:30

八束小学校創立100周年記念行事 
富浦農産物共進会(富浦体育館)   9:00～15:00

丸山産業祭(丸山体育館)　　　　9:00～14:30

市県民税第4期および国民健康保険税第7期納期限 

◇やぶ入り 
三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ） 

10:00～11:30 

◇大寒 

◇土用 

おはなし会（千倉図書館）    14:00～14:30

白浜産業まつり(白浜フローラルホール)　  8:30～ 
第40回新春富山ロードレース大会(富山中グランド)9:10～ 

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 

 

◇鏡開き　蔵開き 

◇110番の日 

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

13:30～15:30 
〃　　　 

9:30～11:30 
13:30～15:30 
9:30～11:30

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 

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

行政相談 
9日(水) 
10日(木) 
〃　　 

16日(水) 
18日(金) 
21日(月) 
23日(水)

9日(水) 
10日(木) 
16日(水) 
17日(木) 
18日(金) 
21日(月) 
23日(水)

育児相談 
15日(火) 
〃　　 

16日(水) 
21日(月) 
30日(水)

各 種 無 料 相 談 

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 

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 

11日(金) 

 10:00～15:00 千倉支所 

交通事故巡回相談 
23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) 
16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 
1月16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 

富山保健福祉センター開放（わくわく教室） 
10:00～11:30

  9:00～16:00 
  9:00～15:00 
  9:00～15:00 
10:00～14:00 
13:30～ 
20:00～ 
 



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 1月18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。1月16日（水）までに申し込みください。
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45分まで

日　　時 1月22日（火）午後2時から午後3時30分まで
対　　象 20歳以上
内　　容 糖尿病の食事について
講　　師 管理栄養士　　定　　員 30人
申込期限 1月18日（金）

日　　時 1月29日（火）午後2時から午後3時まで
内　　容 3歳児の歯みがき指導
講　　師 歯科衛生士　　定　　員 30人
申込期限 1月25日（金）

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【1月の予防接種（集団）日程】

千倉保健センター 2歳6カ月～2歳8カ月 1月8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 

1月18日（金） 和田地域福祉センター 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

実施日 
1月25日（金） 三芳保健福祉センター ～H19.10.25

場　　所 対象児 

股関節検診【股関節検診】 受付時間　13:00～13:15

実施日 
1月24日（木） 三芳保健福祉センター 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 
1月9日（水） 

場　　所 対象児 
千倉保健センター H19.7.10～H19.10.9

【ＢＣＧ】 受付時間　13:15～13:30予防接種を受ける際は、保護者の付き添いが必要です。
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。

リトミック教室 

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 

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 

「千葉県子どもの読書活動推進計画」に基づき、本の読み聞かせや
読書の重要性について、より一層理解を深めてもらうための催しです。
実際の経験に基づいた講師のアドバイスなどが受けられます。これから
読み聞かせを始める人は、ぜひご参加ください。
日　　時 1月24日（木） 午後2時から午後4時まで

1月25日（金） 午前10時から正午まで
会　　場 鴨川市立図書館（ＪＲ安房鴨川駅徒歩10分）
内　　容

講　演　「絵本の読み聞かせ～選び方と読み方の実践～」
講　師　藤井早苗さん（ふじい文庫主宰）

定　　員 50人（申込先着順）
申込期限 1月11日（金）必着
申込方法 往復はがきに、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、所属団体、

返信用あて先を書いて郵送
申込および問い合わせ

〒260－8660 千葉市中央区市場町11－1
県立中央図書館　館内奉仕課　　TEL 043－222－0116

子 ど も の 本 の 読 み 聞 か せ 講 座 紙 お む つ の 給 付

支給対象者は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。
支給品目 テープ式・ フラットタイ

プ・尿とりパット・パンツ
タイプ

申込期限 2月15日（金）
※平成19年4月以降に申し込みされ
た人は、再度申し込みの必要は
ありません。

給 付 月 3月
申込および問い合わせ
社会福祉協議会　TEL 44－3577
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各幼稚園では、平成20年度の入園児を募集します。
該　当　児
(年長児) 平成14年4月2日から平成15年4月1日生まで
※既に在園している園児は申し込みの必要はありません。
(年少児) 平成15年4月2日から平成16年4月1日生まで
募 集 期 間 1月17日（木）・18日（金）の2日間
申込場所および時間

入園を希望する幼稚園
午後2時から午後4時まで

申 込 方 法 新入園児同伴のうえ、入園願と入園願書を
提出してください。

問い合わせ 学校教育課　　TEL 46－2962

県立館山聾学校「幼稚部入学者募集」

南房総地域のＮＰＯ・市民活動団体による活動体験・
展示・販売のほか、飲食店やフリーマーケット100店舗
も出店するビックイベントです。特設ステージではライ
ブやパフォーマンス、タウンミーティングなど1日遊べま
す！ご家族、お友だちお誘い合わせのうえ、ご来場くだ
さい（市内の団体も参加します）。
日　　　時 2月3日（日）午前10時から午後5時まで
場　　　所 アクア木更津ビル 地下1階(ＪＲ木更津駅西口前）
入　場　料 無料　　主　　催 千葉県
問い合わせ
市民活動フェスタ（南房総地域）実行委員会事務局　
TEL 0438－20－3751 http://www.netb.co.jp/

市民活動フェスタ開催

～地震に備え、わが家の耐震を～
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、お住まいの
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 1月16日（水）午後1時から午後5時まで
場　　　所 三芳農村環境改善センター2階　第2会議室
※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。なお、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

わが家の耐震相談会開催

日　　　時　1月20日(日) 午前10時
場　　　所 北三原公民館
内　　　容　和田支部の活動内容の紹介と研究

＊イノシシ肉分割カッティング
※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

有害鳥獣対策勉強会開催　～和田支部編～

平成20年度入園「幼稚園児募集」

●犬・ねこの飼い主の皆さんへ●
犬の放し飼いは、人への危害や農作物の被害の原因とな

りますので、絶対にしないでください。また、犬の散歩は
引き綱をつけて、犬の動きを制御できる人が行うようにし
てください。
犬の散歩に排せつはつきものです。ふんは必ず飼い主が

後始末をして、他人に迷惑をかけないようにしてください。
ねこの屋外飼育は近所の庭にふん尿をして迷惑をかけた

り、ほかのねこから病気の感染を受けたりします。交通事
故などの不慮の事故にもつながりますので屋内飼育に努め
ましょう。
犬やねこの繁殖力は非常に高いものです。せっかく生ま

れても、飼い主がいない不幸な子犬・子ねこをつくっては
いけません。不必要な繁殖は避けましょう。避妊・去勢手
術をしてやることも、動物愛護です。

●のらねこに餌
えさ

を与えている人へ●
善意からのらねこに餌を与えることは、悪いことではありま

せん。しかし、餌を与えるだけの管理は飼い主不明のねこが集
まり、かえってのらねこが増えてしまいます。餌を与える場合
は次のことを守ってください。
①不妊・去勢手術を実施し、これ以上増えないようにしましょう。
②できるだけ自分の敷地内で餌を与え、後片付けをしましょう。
③ふんの始末をしましょう。
④清潔にして、ハエなどの衛生害虫の発生を防止しましょう。
⑤新しい飼い主を探しましょう。目標は家ねこです。
⑥周辺住民の理解を得る努力をしましょう。
⑦ルールを決めましょう（人とねこが地域で共存できるように、
地域でルールを作る）。
⑧一人で悩まず、理解ある仲間を増やしましょう。

問い合わせ 環境保全課　TEL 33－1053

県立館山聾学校では、幼稚部入学者を募集します。
募集人員 3歳児・4歳児・5歳児（それぞれ若干名）
応募資格
盧 平成14年4月2日から平成17年4月1日までに生まれ
た幼児

盪 聴覚・言語・発達などに障害のある幼児
提出書類
盧 入学願書（所定の様式）
盪 返信用封筒（宛先明記80円切手貼付）
蘯 障害を有することがわかるもの
提出期間
1月21日（月）から2月13日（水）まで
※受付時間は、午前9時から午後4時まで
入学相談 2月13日（水）まで随時
入学選考 2月28日（木）
※入学許可候補者の保護者へ3月6日（木）に通知します。
提出先および問い合わせ
〒294－0055 館山市那古1672－7
千葉県立館山聾学校　TEL 27－2490



【一般書】
篤姫の生涯　　　　　　　　　　　宮尾　登美子
いっそ悪女　　　　　　　　　　　唯川　恵
ダイイング・アイ　　　　　　　　東野　圭吾
みんなのパターンソーイング　　　かわい　きみ子
江戸絵画入門　　　　　　　　　　河野　元昭
野菜づくり大図鑑　　　　　　　　藤田　智
神書板刻　　　　　　　　　　　　沢田　ふじ子
宮本輝全短篇　（上・下） 宮本　輝
夫の火遊び　　　　　　　　　　　藤堂　志津子　　　　　　　
魔物　（上・下） 大沢　在昌
【児童書】
どっさりのぼく　　　　　　　　　小池　昌代
ゲゲゲの鬼太郎と妖怪ラーメン　　水木　しげる
ルイスと未来泥棒　　　　　　　　アイリーン　トリンブル
こまじょちゃんとふしぎのやかた　越水　利江子
ハリーとしわくちゃ団　　　　　　アラン　テンパリー
イグアナくんのおじゃまな毎日　　佐藤　多佳子
怪談図書館　　2 怪談図書館編集委員会
ヒトラーのはじめたゲーム　　　　アンドレア　ウォーレ
クリスマス・キッス　　　　　　　Ｍ．Ｅ．ラブ
ぼくらが作った「いじめ」の映画　今関　信子

4

安房医師会病院 
勝山クリニック 
 
安房医師会病院 
亀田ファミリークリニック館山 
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 
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 
鴨川市立国保病院 
 
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 

25－5111 
55－2138 
 
25－5111 
20－5520 
04－7097－1221 
 
25－5111 
58－0301 
 
25－5111 
 
25－5111 
04－7092－1207 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122 
 
25－5111 
04－7097－1221 
 
25－5111 
 
25－5111 
55－2125 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122

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

◇1月の救急当番医◇ 

1月　1日（火） 
 
 
1月　2日（水） 
 
 
 
1月　3日（木） 
 
 
1月　5日（土）午後 
 
1月　6日（日） 
 
 
1月12日（土）午後 
 
1月13日（日） 
 
 
1月14日（月） 
 
 
1月19日（土）午後 
 
1月20日（日） 
 
 
1月26日（土）午後 
 
1月27日（日） 
 
 

 

 

 
 
 

※千倉図書館の本を借りたい場合は、各公民館の窓口にあります用紙の予
約・リクエスト申込書に記入してください。後日、公民館にお届けしま
す。ただし、貸出中の本については、多少お時間を頂くこともあります。
※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）◇

市民の皆さんの旧町村区域を越えた交流と、生涯学習や社会体育の振興を目的として、
次のとおり卓球大会を開催しますので、多くの皆さんのご参加をお待ちしています。
日　　時 2月10日（日）午前9時開始　　会　　場 富山ふれあいスポーツセンター　
参加資格 市に住所を有する小学生以上
競技内容 団体戦（男女混合・4単1複）

個人戦・シングルス
Ａ小学生・初心者の部(男女混合)／Ｂ一般の部(男子・中学生以上)／Ｃ一般の部(女子・中学生以上)
※団体戦と個人戦の重複出場は可能ですが、個人戦の部の重複はできません。
試合方式はトーナメント(全種目)になります。個人戦の組合せは主催者などにより決定、団体戦は当
日に抽選を行います。

団体戦のルール
1 中学生以上の1チーム6人以上で構成し、男女は問いません。経験者は、1チーム5人以内。
※経験者とは、高校以上で卓球部に在籍歴のある社会人

2 中学生のみの団体戦参加は可能です。
申込方法 必要事項を記載し、郵送またはＦＡＸにより申し込んでください。

団体戦の場合：団体名、代表者連絡先、参加者全員の住所・氏名・経験者か否か表記
個人戦の場合：参加種目（Ａ・Ｂ・Ｃの別）、住所、氏名、学校名（小学生の場合は、保護者の同意書

必要）
申込期限 1月25日（金） 必着
申 込 先 〒299－2592南房総市岩糸2489 生涯学習課スポーツ係　 FAX 46－4059

※詳しい要綱や申込用紙は、市役所ホームページからダウンロードできます。
問い合わせ 卓球協会会長　鈴木隆之　TEL 44－2058（夜間のみ）

第2回市民卓球大会開催


