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No.4 No.4 
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No.4 
2006 
平成18年 

日 日 曜 行　　　　　事 

1 火 

2 水 

3 木 

4 金 

5 土 

6 日 

8 火 

7 月 

11 金 

◇終戦記念日 
ひろえば海が好きになる運動　岩井海岸（雨天順延16日） 

白浜地区行政相談  白浜保健福祉センター   13:30～16:00 
豊岡･原岡･多田良北浜海水浴場閉設(富浦地区)

 

 ◇広島平和記念日 
ふるさと美化運動（和田地区） 

賀茂神社祭礼（丸山地区）～２日 
八幡神社祭礼（白浜地区） 

  

 

 

健康相談　富山保健福祉センター 10:00～11:30 
育児相談　富山保健福祉センター 13:30～15:30 
育児相談　丸山保健福祉センター 10:00～11:30 
健康相談　丸山保健福祉センター 13:30～15:30

長尾地区祭礼（白浜地区）～6日 
三嶋神社祭礼（白浜地区）～6日 
岩井海岸花火大会　岩井海岸 19:30～ 
真夏のサンバフェスタ　インちくら2006 
　サンバパレード 15:30～ 
　千倉漁港特設会場 17:00～（入場料1,200円） 

育児相談　和田地域福祉センター  13:30～15:30 

◇立秋 

富山地区行政相談　富山支所　　13:30～16:00

 

 

第18回黒潮観光花火大会　千倉漁港　　１9:00～ 

◇長崎原爆の日 
人権相談　市役所本庁舎　    10:00～15:00 
富浦地区行政相談　とみうら元気倶楽部 13:30～16:00

◇道の日 
育児相談　三芳保健福祉センター 10:00～11:30 
人権相談　白浜支所　　　　　　 10:00～15:00 
千倉地区行政相談　千倉支所 　　10:00～15:00 

国民健康保険税第２期および市県民税第２期納期限 

和田地区行政相談　和田地域福祉センター  13:30～16:00

曜 行　　　　　事 

17 木 

18 金 

19 土 

育児相談　とみうら元気倶楽部     9:30～11:30 
育児相談　千倉保健センター       13:15～15:45 
健康相談　とみうら元気倶楽部    13:30～15:00 
　　　　　　　　（※管理栄養士もいます） 
三芳地区行政相談　三芳支所　　   10:00～15:00 
健康相談　和田地域福祉センター  13:30～15:00 

　　　　　　　　（※管理栄養士もいます） 
石堂寺の観音様の縁日（丸山地区） 
第29回南房総市黒潮サッカーフェスティバルin千倉（～20日） 

人権相談　丸山保健福祉センター        10:00～15:00 
丸山地区行政相談　丸山保健福祉センター  10:00～15:00 

岩井祭礼（富山地区） 
第19回ミニバスケットボールTOMIURAさざ波大会（～21日） 
ソフトバレーボール大会予選会（和田地区） 
南千倉・瀬戸浜海水浴場閉設　（千倉地区） 

育児相談　白浜保健福祉センター   9:30～11:30 
南房総スポーツフェスタ・ビーチハンドボールの部 
　　　　　　　　　　　第1回学生大会（～25日） 

岩井海水浴場閉設(富山地区) 
和田浦・花園海水浴場閉設　（和田地区） 

ミニバスケットボールクールカップ交歓大会（～27日） 
グラウンドゴルフ大会予選会 （和田地区） 

南房総市防災訓練 
ソフトバレーボール大会予選会 （千倉地区） 
グラウンドゴルフ大会予選会 （千倉地区） 

健康相談　三芳保健福祉センター 10:00～11:30 
健康相談　千倉保健センター   　  13:30～15:00 

保育料の引き落とし日 
健康相談　白浜保健福祉センター  13:30～15:00 
根本・名倉・塩浦海水浴場閉設（白浜地区） 
根本マリンキャンプ場閉設（白浜地区） 
第15回南房総ふせひめ少年野球大会（～27日） 
グラウンドゴルフ大会予選会 （富浦地区） 

12 土 

13 日 

15 火 

16 水 

20 日 

22 火 

23 水 

21 月 

 

24 木 

25 金 

26 土 

27 日 

28 月 

29 火 

30 水 

31 木 

14 月 

9 水 

10 木 

女性のための健康相談
身体的・精神的な悩みに対する総合的な助言指導および健康増進のための情報提供
を行います。
今月は、女性医師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。

場　　所 問い合わせ 月　日 

8月21日（月） 14：00～16：00 安房健康福祉センター 安房健康福祉センター　TEL22-4511

開催時間 



対象児：平成18年4月15日までに生まれ、4カ月児健康診査
が済んでいないお子さん

対象児：平成17年1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
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乳幼児健康診査

月　日 
8月2日（水） 12：45～13：00 富山保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

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。

原爆死没者の慰霊ならびに平和祈念の黙とうのお願い
広島市・長崎市から被爆61周年となる8月6日午前8時15分、8月9日午前11時
02分に、原爆死没者の冥福と世界恒久平和を祈念して黙とうのお願いがありま
した。
このことに賛同してくださる人は、敬けんな黙とうをお願いいたします。

健康増進課から 申込先・問い合わせ　 TEL36－1152
予防接種【8月の予防接種（集団）日程】

月　日 
8月11日（金） 12：45～13：00 千倉保健センター 

受付時間 場　　所 

平成18年度原爆被爆者二世健康診断の実施 家 族 ふ れ あ い 料 理 教 室

8月30日（水） 
月　日 

12：45～13：00 三芳保健福祉センター 
受付時間 場　　所 

対象児：平成15年1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

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

意すべき点などがあれば、その内容をよ
く理解している保護者の同伴をお願いし
ます。

【4カ月児健康診査】

【1歳6カ月児健康診査】

【3歳児健康診査】

検診日程
【総合検診】
8月は、千倉地区・三芳地区・和田地区を対象に実施します。詳しくは、「広報みなみぼうそう7月号」をご覧ください。
【胸部検診】

県では原爆被爆者二世に対する健康診断を実施します。
対 象 者 原爆被爆者の実子で県内に住所を有し、受診を希望する人。

なお、受診希望者が多い場合は、昨年度未受診者を優先します。
実施期間　5月1日から平成19年3月10日まで
申込期限　平成19年2月10日まで
申込方法　受診を希望される人の住所･氏名･電話番号･生年月日･被

爆者である親の氏名･住所･被爆者手帳番号を明記し､封
書にて郵送。受診書などは後日送付します｡なお､検査の
種類によっては一部負担金が生じることがあります｡

申込および問い合わせ
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部健康福祉指導課援護恩給室　
TEL 043－223－2349

場　　所 月　日 

8月  1日(火)

 

8月 2日（水） 

8月  3日(木)

8月  4日(金) 

8月  8日(火)

8月  9日(水) 

7:00～  9:45

10:10～10:40

10:50～11:05

11:15～11:30
7:00～　9:45

10:15～10:30 
10:45～11:05

11:15～11:40

7:00～　9:45
10:15～10:35
10:45～11:05
11:15～11:40
7:00～　9:45
10:15～10:30
10:40～11:00
11:10～11:30
7:00～   9:45
10:10～11:10
7:00～   9:45 

10:15～10:45 
10:55～11:20

千倉保健センター 

南千倉コミュニティ集会所 

岡瀬田渡辺工業前 

高家神社前駐車場 
千倉保健センター 

宇田記念碑前 
堀忠スタンド 

関谷医院前 

千倉保健センター 
大貫コミュニティ集会所 
川戸相川商店脇 
上瀬戸高橋竹材店資材置場 
千倉保健センター 
旧瀬戸漁協跡地（矢原） 
川合地蔵院駐車場 
長久橋付近ゴミステーション前（長井） 
千倉保健センター 
南房総市役所千倉支所 
千倉保健センター 

千歳駅前 
房州ちくら漁協白子瀬戸支所前 

受付時間 場　　　所 月　日 受付時間 場　　　所 月　日 受付時間 場　　　所 

8月25日(金) 

8月29日(火) 

8月30日(水)

8月31日（木） 

7:00～10:00

10:10～10:30

10:40～11:00

11:10～11:30
7:00～10:00

10:10～10:30
10:40～11:00

7:00～10:00

10:10～10:30
10:40～11:00
11:05～11:25
11:35～11:50
7:00～10:00
10:10～10:50
11:00～11:30

和田地域福祉センター 

沼区集会所下 

南三原駅前 

第４分団２部詰所駐車場（松田側） 
北三原公民館 

小川研修センター（公会堂） 
安房西部森林組合 

北三原公民館 

五十蔵地蔵様前 
元古畑集乳所前 
上区コミュニティセンター前 
別所真言院下 
和田コミュニティセンター 
花園　間宮勝男宅前 
柴区集会所前 

8月17日(木)

8月  9日(水) 

8月18日(金)

8月21日(月) 

8月22日(火) 

7:00～　9:00

10:30～10:40 

10:50～11:00 

11:10～11:20
7:00～   9:00

10:30～10:45
10:55～11:05

7:00～　9:00

10:30～10:40
10:50～11:00
11:10～11:20
7:00～   9:00
10:30～10:40
10:50～11:05
7:00～   9:00
10:30～10:40
10:50～11:00

上滝田公民館 

増間コミュニティセンター 

大畑作業所 

下組集落センター 
稲都公民館 

山名作業所 
中集落センター 

三芳保健福祉センター 

滝田公民館 
上堀集落センター 
下堀集会所 
三芳保健福祉センター 
池之内いこいの家 
国府土地改良区事務所 
三芳保健福祉センター 
山下作業所 
海老敷集会所 

8月23日(水)

8月23日(水) 11：10～11：25
7:00～10:00

府中興府会館 
 和田地域福祉センター 

8月24日(木) 10:10～10:30
10:45～11:00

中三原集会所前 
東小戸 石井ガラス店前 

申込期日 申込および問い合わせ 月　日 

8月27日（日） 8月23日（水） 10:00～14:00 富山公民館 富山支所地域福祉課　TEL５７－２５１３ 

8月19日（土） 8月14日(月)10:00～14:00 丸山保健福祉ｾﾝﾀｰ 丸山支所地域福祉課　TEL４０－５１１１ 

時　間 場　所 

対象児：平成18年2月9日から平成18年5月9日生まれでBCG
の接種が済んでいないお子さん

月　日 
8月8日（火） 13：40～13：50 富山保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

【ＢＣＧ】



活動内容 市の取り組む行政改革の推進について調査審議していただきます。
申込方法 申込用紙に必要事項を記入のうえ、下記あてに郵送かFAX、または電子メー

ルでお申込ください。
申込用紙は、市役所総務課または各支所地域総務課に備えているほか、市の
ホームページからもダウンロードできます。

募集期間 8月1日（火）から8月17日（木）必着
選考方法 申込用紙による書類審査を行います。必要がある場合は面接を行います。
応募先および問い合わせ

〒299－2492 南房総市富浦町青木28 南房総市　総務課　行政改革推進室
TEL 33－1031 FAX 20－4593 e-mail somu@city.minamiboso.chiba.jp
ホームページ　http://www.city.minamiboso.chiba.jp
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南房総市行政改革推進委員会の委員を公募します。
市では、社会経済情勢の変化に対応した、簡素で効率的な市政の実現を推進するため、南房総市行政改革推進委員会を設置します。
市民皆さんのご意見をいただき、市の行財政改革に反映させるため、次のとおり「南房総市行政改革推進委員」を募集します。

～南房総市政に参画しませんか～

センターの業務や千葉の水
産業について紹介するととも
に、「見タイ・知りタイ・ちば
のタイ」と題した特集コーナ
ーでタイについて重点的に紹
介します。また、見学者が楽
しく過ごせる体験コーナーや
試験船の見学などのイベント
も実施します。

日　　　時 8月26日（土）午前10時から午後3時まで
場　　　所 県水産総合研究センター（千倉町平磯）

漁業調査船「ふさみ丸」（千倉漁港係留）
事 前 申 込 磯の観察会のみ申込が必要です。（雨天中止）

「磯の観察会」はセンターに接する磯で行います。
定　　　員 10組（20～30人）申込多数の場合抽選
資　　　格 小学生以上（小学生は保護者同伴）
申　　　込 往復はがきに「住所」「参加者氏名・小学生は

保護者氏名を含む」「年齢」「電話番号」を記入
し、郵送ください。（8月14日（月）消印有効）

※　参加費50円程度／人（保険料）
問い合わせ 〒295-0024 南房総市千倉町平磯2942

千葉県水産総合研究センター企画調整室
TEL 43－1132

～水産総合研究センターの一般公開～
「三味線」に挑戦してみませんか？初心者の人も歓

迎します。
日　　時 8月20日（日）1回目　午前10時から正午まで

2回目　午後1時から午後3時まで
場　　所 千倉公民館2階和室
定　　員 1回目、2回目ともに10人（先着順）
参 加 費 無料　その他 三味線は用意してあります。
申込および問い合わせ

藤本秀まさ会　TEL 43－1413

赤 十 字 救 急 法 フ ェ ス タ 2 0 0 6

農林水産省では、「統計調査員」と｢調査補助者｣を次のと
おり募集しています。
〇統計調査員の仕事
調査対象者を訪問して、調査票を配布・回収、内容を確認
して報告
〇調査補助者の仕事
田や畑などの現地で統計・情報センター職員が行う実測調
査の記録事務などの補助的業務
※応募後は、最寄りの統計・情報センターで面接のうえ、登
録調査員などとして登録し、必要に応じて調査業務をお願い
します。なお、手当などについては、お問い合わせください。
問い合わせ
関東農政局　千葉農政事務所君津統計・情報センター(館山
庁舎) TEL 22－0616

第3回三味線体験教室参加者募集

農林水産統計の調査員募集

赤十字では、一人でも多くの県民の皆さんに「健康・安全」の知識と技術を学んでいただく機会として
「救急法フェスタ2006～知っててよかった･･･救急法」を開催します。皆さんのご来場をお待ちしております。

日　　　時 9月30日（土）午前9時から午後4時まで　
会　　　場 千葉県総合スポ－ツセンタ－体育館　千葉市稲毛区天台町285番地　　　　　　　　　
内　　　容 ○救急法コンテスト　○救急法を含めたレクリエ－ション　○赤十字諸活動の写真展

○ＡＥＤ(自動体外式除細動器)や講習用器材・防災用品などの展示・説明会
※コンテスト・レクリエ－ションに参加希望の人は、8月7日（月）までに申込ください。

申込および問い合わせ 日本赤十字社千葉県支部救護福祉課　TEL 043－241－7531

公募人員　3人(委員総数は、学識経験者、市議会議員など
16人以内)

任　　期　委嘱の日から平成22年6月1日まで
※委嘱は9月中旬を予定しています。

応募資格
行政改革に関心がある人で、次の全条件に該当する人　　　
①　申込時の年齢が満20歳以上の人　　　　　　　　　　
②　市内（旧７町村）に１年以上住所を有している人　　　
③　本市で他の審議会などの委員となっていない人　　　　　
④　本市の議員または職員ではない人　　　



県の委託事業「民話の広場」として、7月から平成19年
2月にわたって“おらが房州に民話の花咲かせべぇ”と
銘打った企画を展開いたします。

◆◇民話語りの会◇◆
～浩子おばさんのあたたかくて楽しい語り～

～百話～

◆◇子どもかたりべ講座　参加者募集◇◆

おもしろい話、ゆかいな話、おっかない話が覚えられ
るよ！かたりべにチャレンジしよう！
内　容 語りの指導、紙芝居作成、発表
対　象 小学生　定　員 30人　参加費 無料
問い合わせ

“おらが房州に民話の花咲かせべぇ”実行委員会
実行委員長　鈴木ひとみ　TEL28－1998
e-mail babayagahitomi2000@yahoo.ne.jp

調停という制度は手続きも簡易で利用しやすい身近な
手続きです。
この調停制度を皆さんに知っていただくとともに、調

停を担当する私たち調停委員の研修の一環として公開講
演を行います。
日　　　時 8月25日（金）正午開場　12時30分開演
場　　　所 たてやま夕日海岸ホテル　大ホール

TEL23－8111
内　　　容 「調停再考」高野耕一氏（元判事）

「ぼくらの未来を、一所懸命創ろう。」
大林宣彦氏（映画作家）

入　場　料 無　料
主　　　催 千葉県調停協会連合会・館山調停協会
※予約の必要はありません。お気軽にどうぞ。

時　　　間 午後1時から午後4時10分まで
研 修 場 所 亀田総合病院　教育棟3階研修室
定　　　員 各40人（先着順）
申 込 方 法 住所・氏名・職業（勤務先）・連絡

先・研修名を明記し、郵送およびFAXにて申込くだ
さい。

問い合わせ 亀田総合病院　継続学習センター
〒296-8602 鴨川市東町929
TEL04－7099－1165 FAX04－7099－1195

4

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 

赤門整形外科内科 
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鋸南病院 

勝山クリニック 
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館山病院 
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（館山） 
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（鴨川） 
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◇8月の救急当番医◇ 

8月　5日（土）午後 

 

8月　6日（日） 

 

 

8月12日（土）午後 

 

8月13日（日） 

 　　 

 

8月19日（土）午後 

  

8月20日（日） 

 

 

 

8月26日（土）午後 

 

8月27日（日） 

 

時　間 場　所 月　日 

月　日 

8月9日（水） 14：00～16：00 館山市コミュニティセンター 

時　間 場　所 

8月27日（日） 19：00～21：00
館山市神余 
小さな小さな絵本の館グリム 

研　修　名 受講料 月　日 

8月18日(金)

8月29日(火)

ケアマネジメントとアセスメント 

介護に役立つ在宅看護の知識･介護技術 

3,000円 

4,000円 

ルルルルーーーールルルルをををを守守守守っっっってててて楽楽楽楽ししししいいいい花花花花火火火火


