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行政相談 
6日（月） 
8日（水） 
10日（金） 
10日（金） 
15日（水） 
17日（金） 
22日（水） 

各 種 無 料 相 談 

6日（月） 
9日（木） 
10日（金） 

丸山公民館 
白浜支所 
とみうら元気倶楽部 

心配ごと相談　13:30～16:00

人権相談　 10:00～15:00

10:00～12:00 ちくら介護予防センター 

結婚相談 

3日（金） 

20日（月） 14:00～16:00 安房健康福祉センター 
　今月は女性医師による相談です。 
申込および問い合わせ 
　安房健康福祉センター  蕁 22－4511

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

6日（月） 
8日（水） 
10日（金） 
10日（金） 
15日（水） 
17日（金） 
22日（水） 

女性のための健康相談 

丸山公民館 
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 
和田地域福祉センター 

日 曜 行　　　　　事 日 曜 行　　　　　事 

1 水 

3 金 

19 日 

18 土 

20 月 

22 水 

23 木 

21 火 

24 金 

25 土 

26 日 

27 月 

28 火 

29 水 

30 木 

31 金 

15 水 

16 木 

14 火 

13 月 

6 月 

9 木 

12 日 

 

金 10

7 火 

水 8

◇歳末助け合い運動 

◇障害者週間　～9日 

◇人権週間　～10日 

◇年賀郵便受付 

ふるさと美化運動（和田地区） 

◇大雪 
南房総市音楽鑑賞会（和田中学校）14:00～ 

◇針供養 
三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）10:00～11:30

日 5

4 土 

 

絵本読み聞かせ教室（南三原公民館）10:00～ 

◇冬の交通安全運動　～31日 

献血（白浜支所）10:15～11:45 

　　（千倉支所）14:00～15:30

17 金 読み聞かせ教室（三芳農村環境改善センター）10：00～ 

固定資産税第3期、国民健康保険税第6期および 
介護保険料第5期納期限 

絵本おはなし会（丸山公民館）10：00～ 

おはなしだいすき（富山公民館）10：30～ 

千倉おはなし会（千倉図書館） 14：00～ 

◇冬至 
三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）10:00～11:30

◇クリスマス 

◇官庁御用納め 
消防団歳末特別警戒　～30日 

◇大みそか 

11 土 

　　天皇誕生日 

2 木 

※事前の予約が必要です 

お 知 ら せ 版 

ホームページアドレス  http://www.city.minamiboso.chiba.jp
南房総市　情報推進課　蕁 0470-33-1003　FAX 0470-20-4596　平成22年11月25日発行 
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子育子育て支援セ支援センターほのぼのから 子育て支援センターほのぼのから 申込および問い合わせ　蕁 40－5111
子育て支援センターほのぼので開催します。（所在地　珠師ケ谷1289－13） 

にこにこひろばの開館日時は、祝日・年末年始を除く火曜日から土曜日までの午前9時30分から午後4時までです｡ 

■にこにこ教室 

■もぐもぐ教室（離乳食教室） 
日　　時　12月21日（火）　午前9時30分から午前11時30分まで 
内　　容　離乳食の講話と調理実習（4か月から6か月児対象）　定　　員　8組　申込期限　12月14日（火） 

内　　容　年齢にあわせた親子 
　　　　遊びや手遊び 
定　　員　各回10組程度 
申込期限　各教室開催日の前日 
　　　　まで 

■クリスマス会 

■赤ちゃん集まれ 
　毎月第1、第3水曜日は赤ちゃんデーです｡イベントではありませんので自由に来館し、お母さん同士でお 
話したり、お子さんと楽しく過ごしてください｡　ほかの年齢のお子さんも来館できます｡ 

■12月生まれの子どもを対象に誕生会 
日　　時　12月17日（金）午前10時30分から午前11時まで　申込期限　12月16日（木） 

■絵本の読み聞かせ会 
　絵本ボランティアによる絵本の読み聞かせを行います。 
日　　時　12月24日（金）午前11時から午前11時30分まで（申し込み不要） 

日　　時 対象児 
H21.4.2生～ハイハイができる子ども 
 H20.4.2生～H21.4.1生 

 
 H19.4.2生～H20.4.1生 

 
2か月～お座りができる子ども 
 H18.4.2生～H19.4.1生 

12月　7日（火） 
12月10日（金） 

12月14日（火） 

12月15日（水） 
12月16日（木） 

10：30～11：30 
10：30～11：30 
9：45～10：45 
11：00～12：00 
10：30～11：30 
10：30～11：30 

 

■ボランティアによる「なごみ喫茶」 
　コーヒーや紅茶などの飲み物を用意しています（菓子付きで100円）｡子どもを遊ばせながらひと息つきませんか｡ 
日　　時　12月24日（金）午前10時から正午まで（申し込み不要） 

 

　ピアノ演奏に合わせて歌を歌ったり、おやつを食べながら楽しいひとときを過ごしませんか｡ 
日　　時　12月20日（月）午前10時30分から正午まで　　申込期限　12月14日（火） 

市内各幼稚園では平成23年度の入園児を募集します｡

※既に在園している園児は申し込みの必要はありません｡
募 集 期 間 12月15日（水）・16日（木）（2日間）

午後2時30分から午後4時まで
申 込 場 所 入園を希望する幼稚園　
申 込 方 法 新入園児同伴の上、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　蕁 46－2962

幼稚園児募集

融　資　額 学生・生徒1人につき300万円以内
対　象　者 対象となる学校に入学・在学する人

の保護者で、世帯収入が所定の金額以
下の人

利　　　率 年2.45％（母子家庭は2.05％）
問い合わせ 日本政策金融公庫館山支店　

蕁 22－2911

国の教育ローン
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申込および問い合わせ　子育て支援課　 蕁 36－1153

乳幼児健康診査

実施日 

三芳保健福祉センター 3歳4か月～3歳6か月 

場　　所 対象児 

12月8日（水） 

【3歳児健康診査】 受付時間　12:45～13:00

千倉保健センター 1歳6か月～1歳8か月 12月3日（金） 

実施日 場　　所 対象児 

【1歳6か月児健康診査】 受付時間　12:45～13:00

和田地域福祉センター 2歳6か月～2歳8か月 12月16日（木） 

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

該　当　児 
年少児 
年長児 

平成18年4月2日から平成19年4月1日生 
平成17年4月2日から平成18年4月1日生 



日　　時 12月17日（金）
午後1時30分から午後3時30分まで

場　　所 富山保健福祉センター
内　　容 講話と実技「生活習慣病予防と運動」
講　　師 亀田メディカルセンター　

リハビリテーション事業管理部部長
村永信吾さん

定　　員 30人 申込期限 12月13日（月）
申込および問い合わせ 健康増進課　蕁 36－1152

3

いきいき運動教室

セーフティネット貸付は、社会的、経済的環境の変
化により、一時的に業況の悪化をきたしている中小企
業事業者、個人向けの融資制度です。
対　　象 売上、利益率などが減少している人で雇用

維持・拡大を図る人
※審査の結果、ご希望に添えないことがあ
ります。

利　　率 年1.55％から（10月21日現在）
※利率は金利情勢によって変動します。

そ の 他 設備資金について、融資後2年間の金利を
0.5％引き下げる措置も行っています。

問い合わせ 日本政策金融公庫館山支店　蕁 22－2911

県教育庁では、平成23年度に公立小･中学校で講師
を希望する人の登録会ならびに面接会を開催します。
平成21年度登録の人も再登録手続きが必要です。
受付日時 12月24日（金）

午後1時から午後1時20分まで
場　　所 県教育庁南房総教育事務所安房分室

（館山市北条403）
募集職種 教員・養護教諭・学校栄養職員・学校事務

職員
持 ち 物 ①印鑑　②履歴書1通 ※再登録者は不要

③写真（新規の場合：4㎝×3㎝ 2枚、
6㎝×4.5cm 3枚）

（再登録の場合：4㎝×3㎝ 2枚）
④教員免許状の写し
※新卒者・再登録者は不要

問い合わせ 南房総教育事務所　蕁 0438－25－1311

公立小中学校で講師を希望する人へ

弁護士による無料法律相談を行います。
日　　時 1月19日（水）

午後1時から午後4時まで
場　　所 丸山公民館　　　定　　員 6人
事前申込 12月20日（月）

午前9時から受け付けます。
そ の 他 調停中や裁判中の事件の相談ならびに同一

内容についての再度の相談は応じられません。
相談は一人につき30分までです。

申込および問い合わせ 社会福祉協議会　蕁 44－3577

無料法律相談

漁村活性化に向けて、「中核的に役割を担う人材＝
地域リーダー」の資質向上・育成を目的に開催します。
日　　時 12月11日（土）・12日（日）

午後1時30分から
集合場所 道の駅富楽里とみやま
内　　容 「水産品の新商品開発・ブランド化」や「体験

型観光・都市漁村交流」などのテーマについて
学識経験者や専門家による講義や体験プログラ
ム

定　　員 40人程度
受 講 料 無料（交通費、宿泊費、食事代などは各自負担）
申込方法 申請用紙に必要事項を記入し、ファクスまた

は、電子メールにより申し込む。申請用紙は下記
のホームページから入手してください。

申込期限 12月7日（火）正午
（定員になりしだい、締め切ります）

申込および問い合わせ
平成22年度活力ある漁村づくり促進委託事業地域リ

ーダー育成研修会事務局（ランドブレイン株式会社
地方活性化グループ）
蕁 03－3263－3811  FAX 03－3264－8672
E－mail gyoson@landbrains.co.jp
ホームページ
http://www.landbrains.co.jp/gyoson/symposium/

活力ある漁村づくり地域リーダー育成研修会

年末運転資金セーフティネット貸付

県生涯大学校では、来年度の学生を募集しています。
生涯大学校は県内に5学園6校舎があり、館山市内に南
房学園があります。
資　　格 県内に住む60歳以上の人（昭和26年4月1日

以前に生まれた人）で、学習の成果を地域活動
で役立てるなど社会参加の意欲がある人

定　　員 一般課程　福祉科70人、生活科30人、
園芸科70人、陶芸科25人

専攻課程　陶芸専攻科25人
入 学 金 無料
授 業 料 一般課程　年額18,000円　

専攻課程　年額 8,000円　
※実習の教材費などは別途自己負担

入学案内の配布
市高齢者福祉課、市民課、各支所、南房学園事務局、
県高齢者福祉課などで配布しています。郵送希望者は、
返信用封筒（宛名を記入し140円切手を貼った角2封
筒）を同封して、申し込んでください。県ホームペー
ジからも入手できます。
願書受付期限 12月28日（火）
願書提出および問い合わせ
〒260－0801 千葉市中央区仁戸名町662－2
千葉県生涯大学校事務局　蕁 043－266－4705

生涯大学校学生募集
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【一般書】

かぎ針あみと棒針あみの基本
そのまま使えるあいさつ・スピーチ
魔法のアイロン上達法
再びの海
白日夢
歌うクジラ　　　上　下　
御師弥五郎
沈黙の檻
ぎっちょんちょん
女性のガンと気になる持病の本
【児童書】
十二支のしりとりえほん
かぜがふいてきた…
母と子の読み聞かせ日本のお話120
行事のおはなし12か月
エルマーとサンタさん
とこやにいったライオン
クリスマスのきせき
赤ちゃんは魔女
チームあかり
竜の木の約束　　　　　　　　　　　　　　　
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◇12月の救急当番医◇ 

25－5111 
 
25－5111 
04－7092－1207 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122 
47－2021 
 
25－5111 
 
25－5111 
55－2125 
 
25－5111 
55－2125 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122 
 
25－5111 
22－0008 
55－2138 
 
25－5111 
55－2125 
 
25－5111 
22－1122 
20－5520 

（館山） 
 
（館山） 
（鴨川） 
 
（館山） 
 
（館山） 
（館山） 
（和田） 
 
（館山） 
 
（館山） 
（鋸南） 
 
（館山） 
（鋸南） 
 
（館山） 
 
（館山） 
（館山） 
 
（館山） 
（館山） 
（鋸南） 
 
（館山） 
（鋸南） 
 
（館山） 
（館山） 
（館山） 

安房地域医療センター 
 
安房地域医療センター 
東条病院 
 
安房地域医療センター 
 
安房地域医療センター 
館山病院 
中原病院 
 
安房地域医療センター 
 
安房地域医療センター 
鋸南病院 
 
安房地域医療センター 
鋸南病院 
 
安房地域医療センター 
 
安房地域医療センター 
館山病院 
 
安房地域医療センター 
赤門整形外科内科 
勝山クリニック 
 
安房地域医療センター 
鋸南病院 
 
安房地域医療センター 
館山病院 
亀田ファミリークリニック館山 

12月　4日（土）午後 
 
12月　5日（日） 
 
 
12月11日（土）午後 
 
12月12日（日） 
 
 
 
12月18日（土）午後 
 
12月19日（日） 
 
 
12月23日（木） 
 
 
12月25日（土）午後 
 
12月26日（日） 
 
 
12月29日（水） 
 
 
 
12月30日（木） 
 
 
12月31日（金） 
 
 
 

※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。

※千倉図書館の本は各公民館でも借りることができます。

図書館にない本でも県内の図書館から借りることもで

きます。

◇千倉図書館新着図書紹介（問い合わせ 蕁 40－1120）◇

地
球
環
境
保
護
の
た
め
、
こ
の
用
紙
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
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ミカ
すぴーち工房
中村　祐一
沢田ふじ子
笹本　稜平
村上　　竜
西条　奈加
堂場　瞬一
群　ようこ
百間　　亮

高畠　　純
いもとようこ
内田　伸子
左近　蘭子

デビッド　マッキー
サトシン
高畠　那生

ビアンカ　ピッツォルノ
吉野万理子
浜野　京子

客船「ふじ丸」に乗って、小笠原に行く船の旅！
大海原と小笠原を舞台に、船、海、自然のことを学
びませんか｡
実施期間 平成23年3月26日（土）から

3月31日（木）まで
5泊6日　14食付・船内泊

寄 港 地 小笠原諸島父島
参加対象　小学校4年生から中学校3年生までの

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24日（金）
申込および問い合わせ
千倉総合運動公園
蕁 44－3381

総務省千葉県テレビ受信者支援センター（デジサポ
千葉）では、家庭での地デジ化をサ
ポートするため、地デジ相談会を開
催します｡
この機会に地デジの悩みや不明な

点などをご相談ください｡
時　　間 午前10時から正午まで

午後1時から午後4時まで（申し込み不要）

問い合わせ 情報推進課　蕁 33－1003

B＆G｢体験クルーズ｣参加者募集
～この春、太平洋2,000キロのクルーズに旅立とう！～

デジサポ千葉による地デジ相談会

日　　程 場　　　　所 

12月　6日（月） 

12月　7日（火） 

12月　9日（木） 

12月10日（金） 

12月14日（火） 

12月15日（水） 

12月16日（木） 

南房総市役所白浜支所　相談室 

富山国保病院　待合室 

丸山コミュニティセンター　和室会議室 

南房総市役所千倉支所　1階 

南房総市役所和田支所　第1会議室 

南房総市役所　本館1階会議室 

三芳農村環境改善センター　展示室 


