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とみうら元気倶楽部 
三芳農村環境改善センター 
丸山公民館 
白浜支所 

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 

2日（金） 

富山支所 
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和田地域福祉センター 
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土 10
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木 8

◇春の全国交通安全運動　～15日 
市内中学校入学式 

◇世界保健デー 
市内小学校・幼稚園入学（園）式 

◇花まつり 

月 5

4 日 
◇復活祭 
市長および市議会議員一般選挙告示日 
ふるさと美化運動（和田地区） 

◇清明 

◇メートル法公布記念日 
市長および市議会議員一般選挙投票日 
 

◇交通事故死ゼロを目指す日 
絵本おはなし会（丸山公民館）10：00～ 
絵本読み聞かせ教室（南三原公民館）10：00～ 

交通安全の集い（岩井小学校体育館）9:30～ 

◇科学技術週間 

◇土用 
千倉おはなし会（千倉図書館）14:00～ 

◇穀雨　郵便週間 

固定資産税第１期、介護保険料第１期納期限 

市民活動発表会（市役所別館1）13：30～ 

◇発明の日 
第5回南房総市ママさんバレーボール大会 
　　　　　　　（丸山体育館ほか）8:30～ 

　　昭和の日　 

◇新学年 

狂犬病予防集合注射　～16日（土・日曜日除く） 2 金 



子育て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　TEL  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｡ 

日　　時 対象児 

10：30 
～11：30

2カ月～お座りができる子ども 
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 
H18.4.2生～H19.4.1生 

4月  9日（金） 
4月13日（火） 
4月20日（火） 
4月22日（木） 
4月30日（金） 

にこにこ教室 

4月生まれの子どもを対象に誕生会を開催 
 

もぐもぐ教室（離乳食教室） 

ボランティアによる「なごみ喫茶」 

日　　時　4月21日（水）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カ月から6カ月児対象） 
定　　員　8組　　　申込期限　4月16日（金）食材準備のため 

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　各教室開催の前日まで 

　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　4月30日（金）午前10時から正午まで（申し込み不要） 

日　　時　4月27日（火）午前10時30分から午前11時まで　　申込期限　4月20日（火） 
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申込および問い合わせ　子育て支援課　 TEL  36－1153

乳幼児健康診査

実施日 

白浜保健福祉センター 3歳4カ月～3歳6カ月 

場　　所 対象児 

4月7日（水） 

【3歳児健康診査】 受付時間　12:45～13:00

富山ふれあいスポーツセンター 1歳6カ月～1歳8カ月 4月14日（水） 

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

いきいき運動教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 

いきいき運動教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 

未来っこ 
くらぶ 
未来っこ 
くらぶ 

育児相談 育児相談 

おひさまくらぶ おひさまくらぶ おひさまくらぶ 

もぐもぐ教室 もぐもぐ教室 

安房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。4月は女性医師による相談です。
事前の予約が必要です。
日　　時 4月19日（月）

午後2時から午後4時まで
場　　所 安房健康福祉センター
申込および問い合わせ

安房健康福祉センター　TEL 22－4511

日　　時 5月12日（水）
午後1時から午後4時まで

場　　所 ちくら介護予防センター
事前申込 4月19日（月）午前9時から受け付けます。
定　　員 6人
そ の 他 相談は一人につき30分までとします。

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。

申込および問い合わせ
社会福祉協議会　TEL 44－3577

千倉保健センター 2歳6カ月～2歳8カ月 4月15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

幼稚園入園前の子どもとその保護者が交流できる場と
して、三芳保健福祉センターのホールを開放します。
日　　時 4月14日（水）・4月28日（水）

午前10時から午前11時30分まで
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女性のための健康相談 無料法律相談



B＆G千倉海洋クラブでは、ヨットやカヌーなどの
海洋性スポーツに興味がある男女を募集します｡
活動期間 5月16日（日）から8月末までの日曜日
活動場所 千倉漁港（千倉町平舘側）
対 象 者 原則、小学校4年生以上の健康な人

（成人も大歓迎）
募集人数 20人程度
会　　費 入会金500円　　年会費3,000円
申込および問い合わせ

B＆G千倉海洋クラブ事務局
（千倉B＆G海洋センター内）
TEL 44－3381 FAX 44－3382
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B＆G千倉海洋クラブ員募集

いきいき運動教室

オリンピックの聖火にあたる炬火（きょか）。この
炬火をリレーする参加者を募集します｡
開 催 日 6月20日（日）
場　　所 JR海浜幕張駅周辺

集合時間や場所、リレールートなどは当選
者にお知らせします｡

対 象 者 県内にお住まいの人
（小学生以下は保護者同伴とします）

申込方法 住所、氏名、年齢、電話番号、Tシャツのサ
イズ（S・M・L・LL）を書いて郵送またはフ
ァクスしてください｡保護者同伴の場合は、本
人のほか同伴者のサイズも併せて記入してく
ださい｡
1通につき、2人まで申し込みが可能です｡

申込期限 5月7日（金）必着
（応募多数の場合は抽選）

申込および問い合わせ
〒260－0013  千葉市中央区中央4－13－28
ゆめ半島千葉国体実行委員会事務局　
TEL 043－223－3527 FAX 043－224－7440
ホームページ
http://www.kokutai-2010chiba.jp

ゆめ半島千葉国体・千葉大会
幕張新都心炬火ウォークリレー参加者募集

平成21年度南房総市一般会計補正予算（第9号）が
3月に開かれた議会定例会で可決されました｡
一般会計補正予算は、歳入と歳出からそれぞれ6億

4,261万5千円を減額し、補正後の総額は264億7,170
万円となりました｡
今回の補正は、事業費の確定および精算見込による

減額、また、財政調整基金、減債基金への積立金の追
加が主なものとなっています｡
問い合わせ 財政課　TEL 33－1022

一般会計補正予算（第9号）

名　　称 「チリ大地震救援金」
通信欄に「チリ大地震」と明記

口座番号 00110－2－5606
加入者名 日本赤十字社
期　　間 4月30日（金）まで
方　　法 郵便振替（送金手数料は無料）
注意事項 受領証を希望する場合は、「受領証希望」

と明記してください｡
品物の受け付けは行っていません｡

問い合わせ 日本赤十字社千葉県支部振興課
TEL 043－241－7531

日本赤十字社では救援金を受け付けています
～皆さんのご協力をお待ちしています～

県消費者センターでは、4月から祝日を除く土曜日も
相談を受け付けます｡消費生活などに関するさまざまな
苦情や問い合わせに専門の相談員がお答えします｡
土曜日の面接相談は前日までに予約が必要です｡
相談時間

相談専用電話 047－434－0999
問い合わせ 船橋市高瀬町66－18

県消費者センター
TEL 047－431－3811

県消費者センターの相談時間が変わります

手を上げる
可愛い笑顔に

待つ笑顔
4月10日は
交通事故死ゼロを目指す日

春の全国交通安全運動
期　間　4月6日から4月15日まで

曜　日 時　間 

月曜日～金曜日 

　　土曜日 

9：00～16：30 

9：00～16：00 

日　　時 4月26日（月）
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 体力測定・いきいき運動
定　　員 30人
申込期限 4月22日（木）
申込および問い合わせ

健康増進課　TEL 36－1152



市内に居住し、在宅で日常生活のほとんどに介護を必要とする人に
無料で紙おむつを配付します｡
配 付 月 6月　※　配付日は後日お知らせします｡
申 込 先 社会福祉協議会本所または各地域福祉センター
申込期限 4月23日（金）

【一般書】
フライパンで一度にできる10分弁当
ほどほど掃除のしかた
寂滅の剣
MEGAQUAKE
ロスト・シンボル　　　上　下
うさぎ幻化行
深重の橋　　　上　下
ナニカアル
逆境を生きる
空気は読まない
【児童書】
四角いクラゲの子
がんばったね、ちびくまくん

仕立屋のニテチカさんが王さまになった話

ひみつだから！
ふたりでおかいもの
さくらの下のさくらのクラス
だいたいいくつ？
かえんだいこ
ビワの絵本
学校クエスト
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◇4月の救急当番医◇ 

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 

 

安房地域医療センター 

 

安房地域医療センター 

鋸南病院 

太田整形外科医院 

 

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 

原クリニック 

鴨川市立国保病院 

25－5111 

 

25－5111 

04－7092－1207 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

 

25－5111 

 

25－5111 

55－2125 

23－2318 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

 

25－5111 

24－5711 

04－7097－1221

（館山） 

 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（鋸南） 

（館山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

（鴨川） 

4月　3日（土）午後 

 

4月　4日（日） 

 

 

4月10日（土）午後 

 

4月11日（日） 

 

 

4月17日（土）午後 

 

4月18日（日） 

 

 

 

4月24日（土）午後 

 

4月25日（日） 

 

 

4月29日（木） 

 

 

 

※　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｡

※ 千倉図書館の本は公民館でも借りることができます｡また、
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 TEL40－1120）◇

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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阿部　剛子
辰巳　　渚
北方　謙三

NHKスペシャル取材班
ダン　ブラウン
北森　　鴻
澤田ふじ子
桐野　夏生
城山　三郎
鎌田　　実

今江　祥智

エマ　チチェスター　クラーク

コルネル　マクシンスキ
ジョン　バーニンガム

いとうひろし
宮川　ひろ

ブルース　ゴールドストーン
川端　　誠
なかいしげお
中松まるは

社会福祉協議会から 申込および問い合わせ TEL 44－3577

 

紙おむつ給付事業 高齢者介護用品支給事業 

・　要介護認定3・4・5の人 
・　身体障害者手帳1級・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 

・　65歳以上で要介護4・5の人 
※　前年度市民税非課税世帯に属する高齢者または
　介護者 

・　紙おむつ（サイズにより約50枚から60枚） 
・　尿とりパット（約80枚） 
・　フラットタイプ（約120枚） 
※　どれか1品目 

・　紙おむつ給付申請書 
・　介護保険証または障害者手帳の写し  

・　高齢者介護用品支給申請書 
・　介護保険証の写し 
・　購入希望先業者の見積書 

・　紙おむつ 
・　尿とりパット 
・　紙パンツ 
※　1回あたり25,000円以内 

対　象　者 

品　　　目 

提出書類  


