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千倉支所 
とみうら元気倶楽部 
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 

行政相談 
10日（水） 
〃　　 

12日（金） 
17日（水） 
19日（金） 
22日（月） 
24日（水） 

各 種 無 料 相 談 

10日（水） 
〃　　 

12日（金） 
17日（水） 
19日（金） 
22日（月） 
24日（水） 

とみうら元気倶楽部 
ちくら介護予防センター 
富山支所 
白浜保健福祉センター 
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

人権相談　10:00～15:00

 

日 曜 行　　　　　事 日 曜 行　　　　　事 

1 月 

2 火 

3 水 

19 金 

20 土 

22 月 

23 火 

21 日 

24 水 

25 木 

26 金 

27 土 

28 日 

30 火 

17 水 

18 木 

15 月 

14 日 

16 火 

4 木 

5 金 

6 土 

8 月 

7 日 

11 木 

13 土 

9 火 

10 水 

12 金 

申込および問い合わせ　社会福祉協議会　TEL  44－357710:00～12:00 ちくら介護予防センター 

14:00～16:00 安房健康福祉センター 

結婚相談 

5日（金） 

15日（月） 

13:00～16:00 とみうら元気倶楽部 7月1日（水） 

　今月は女性医師による相談を行います。 
申込および問い合わせ　安房健康福祉センター  TEL22－4511

整形外科相談 

防災訓練（富浦地区）9:30～ 

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

◇写真の日　気象記念日 
固定資産税第１期、軽自動車税および 
自動車税納期限 
千倉Ｂ＆Ｇ海洋センタープール開き 

◇歯の衛生週間 

◇芒種　環境の日 

◇入梅 

おはなし会（千倉図書館）14:00～14:45

高齢者体力テスト（富浦小学校・丸山中学校）9：00～ 
市消防団幹部新入団員訓練（三芳中ほか）14:00～ 

白浜支所 
とみうら元気倶楽部 
丸山公民館 

11日（木） 
12日（金） 
22日（月） 　事前予約申し込みを6月15日（月）午前9時から受け 

付けます。 

法律相談 

◇千葉県民の日 

ツチくじら漁期開始（和田地区） 

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

◇夏至　父の日 

◇貿易記念日 

市県民税第１期および介護保険料第２期納期限 

13:30～15:00 
10:00～11:30

三芳保健福祉センター 
三芳保健福祉センター 

育児相談 

5日（金） 
24日（水） 

14:00～16:00

　市では本年度、リハビリテーションの専門医師による相談
を3回（6月・10月・平成22年1月）行います。 
申込および問い合わせ　　健康増進課　TEL　36－1152

 富山保健福祉センター 11日（木） 

子育て支援課　TEL　36－1153

　　　※ 電話でも随時相談を受け付けています。 

定員は6人です 

女性のための健康相談 ※事前の予約が必要です。 

※事前の予約が必要です。 

29 月 
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実施日 

6月　8日（月） 

6月11日（木） 

6月16日（火） 

三芳保健福祉センター 

千倉保健センター 

三芳保健福祉センター 

H13.12.　9～H21.3.　9生 

H13.12.12～H21.3.12生 

H13.12.17～H21.3.17生 

場　　所 対象児 

予防接種を受ける際は、保護者の付き添いが必要です。
保護者以外の付き添いの場合は、委任状が必要となります。

いきいき運動教室開催

深夜業に従事する労働者の自発的健康診断受診支援を助成

はつらつ栄養教室参加者募集
～あなたの気づきがからだを変える・脂肪編～

市では、「脂肪・糖分・塩分」について学ぶ栄養教室
を3回1コースで開催します。
今回は脂肪編で、体験しながら楽しく学びます。
糖分編は9月、塩分編は平成22年1月頃に開催予定で

す。1回のみの参加も可能です。
日　　時 6月30日（火）

午後1時30分から午後3時まで
場　　所 三芳保健福祉センター
持 ち 物 筆記用具
定　　員 15人　　　申込期限 6月23日（火）
申込および問い合わせ
健康増進課　TEL 36－1152

事業者は労働安全衛生法に基づき、深夜に従事する労働者に対して6カ月以内ごとに1回定期に健康診断を行う
こととされています。しかし自己の健康に不安を感じ、次回の定期の健康診断を待てない場合は、自ら健康診断
を受診し、その結果を事業者に提出する「自発的健康診断」という制度が平成12年4月から設けられました。
この制度を利用すると、健康診断費用の4分の3が助成されます。
問い合わせ 県産業保健推進センター　TEL 043－245－3551（5月31日まで）

TEL 043－202－3639（6月1日以降）

イベント・募集情報 

子育て情報 子育て情報 子育て情報 

健康情報 健康情報 

行政情報 行政情報 

講座・講習情報 講座・講習情報 

募集・講習情報 募集・講習情報 

イベント・募集情報 

イベント情報 イベント情報 

くらしの情報 くらしの情報 

子育て情報 子育て情報 

子育て情報 子育て情報 

イベント・募集情報 

子育て情報 子育て情報 

健康情報 健康情報 健康情報 

行政情報 行政情報 

講座・講習情報 講座・講習情報 

募集・講習情報 募集・講習情報 

イベント・募集情報 

イベント情報 イベント情報 

くらしの情報 くらしの情報 

子育て情報 子育て情報 

子育て情報 子育て情報 

申込および問い合わせ　子育て支援課　 TEL 36－1153

予防接種【6月の予防接種（集団）日程】

乳幼児健康診査

千倉保健センタ－ 2歳6カ月～2歳8カ月 6月18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

実施日 

6月23日（火） 三芳保健福祉センター 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

千倉保健センター 1歳6カ月～1歳8カ月 6月9日（火） 

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 もぐもぐ教室 もぐもぐ教室 

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 もぐもぐ教室 もぐもぐ教室 

※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 6月26日（金）
午前10時から午前11時30分まで

場　　所 富山保健福祉センター
内　　容 ベビーサインについて
定　　員 30人　　
申込期限 6月25日（木）

日　　時 6月25日（木）
午前9時30分から午前11時30分まで

場　　所 三芳保健福祉センター
内　　容 離乳食を始めるタイミングと進め方

（4カ月から6カ月児対象）
定　　員 8組　
申込期限 6月18日（木）※食材準備のため

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 もぐもぐ教室 もぐもぐ教室 もぐもぐ教室 

【ポリオ】 受付時間　13:00～13:20

日　　時 6月22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 エアロビクス
講　　師 インストラクター　森理映さん
定　　員 30人　　　　
申込期限 6月18日（木）

※参加を希望される場合は、
事前の申し込みが必要です。

申込および問い合わせ
健康増進課　TEL 36－1152
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市外から訪れる旅行者に快適にすごしていただくた
め、観光施設美化ボランティアとして登録していただ
ける人を募集します。
活動内容 公園や遊歩道の草刈り、草取り、花き花木

植栽、樹木のせん定と観光施設の簡単な修理、
ゴミ拾い、トイレ美化など

申込資格 市内に在住する16歳以上の人で、旅行者に対
しておもてなしの心をもって美化活動ができる
人（高校生の場合は、保護者の承認が必要）。

申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、商工観光
課まで郵送、メール、ファクスまたは持参に
よりご応募ください。申し込みは、随時受け
付けます。申込書は、商工観光課または市ホ
ームページをご利用ください。
※ 受付時間は、午前8時30分から午後5時
30分まで（土曜・日曜日・祝日を除く）。

申込および問い合わせ
〒299－2492 南房総市富浦町青木28
商工観光課
TEL 33－1092 FAX 20－4230
E-mail shoko@city.minamiboso.chiba.jp

観光施設美化ボランティア募集

医療機関などから市へ提出された診療報酬等明細書
（レセプト）の点検を行う非常勤職員を2人募集します。
資　　格 医療事務やレセプト点検事務の経験者また

は、医療事務技能審査規程2級以上の資格の
ある65歳未満の人（学生は不可）

勤務期間 7月1日から平成22年3月31日まで
応募方法 履歴書（写真添付）および市臨時職員等登

録申込書を総務課へ提出してください。市臨
時職員等登録申込書は、総務課または市ホー
ムページをご利用ください。

応募締切 6月15日（月）
問い合わせ 保険年金課　　TEL 33－1060

現在、求職活動中の障害のある人を対象とした就労
に役立つ技術を学ぶ訓練です。企業や社会福祉法人、
特定非営利法人、民間教育訓練機関などに委託して行
います。
対 象 者 身体障害や知的障害、精神障害、発達障害

を持つ人
コース・定員 ①パソコン技能習得コース　21人　　

②作業実務コース　　　　　48人　
③企業実践コース　　　　　10人

訓練期間 1～3カ月
申込期限 6月24日（水）※②と③は随時受け付け
問い合わせ 県立障害者高等技術専門校

TEL 043－291－7744

診療報酬等明細書の点検を行う非常勤職員募集

障害のある人のための職業訓練生募集

観光イベントなど市のピーアールとなる催事にて、
特産品の販売、新商品の試験販売などを行いたい団体
を募集します。
応募資格 代表者が市内に居住、または勤務している

団体
申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、観光プロモ

ーション課まで郵送、ファクスまたは持参によ
りご応募ください。申込書は、市ホームページ
からダウンロードしてください。

出展について
出展依頼があった場合、出展できるか登録者に確認

します。登録後すぐに出展が約束されるものではあり
ません。また、催事の主催者側の条件に合わなければ
出展できない場合もあります。
申込および問い合わせ
〒299－2492 南房総市富浦町青木28
観光プロモーション課
TEL 33－1091 FAX 20－4230

南房総特産品などの出展登録者募集

狩猟免許試験および初心者狩猟講習会

イベント・募集情報 

子育て情報 子育て情報 

健康情報 健康情報 

行政情報 行政情報 

講座・講習情報 講座・講習情報 

募集・講習情報 募集・講習情報 募集・講習情報 

イベント・募集情報 

イベント情報 イベント情報 

くらしの情報 くらしの情報 

子育て情報 子育て情報 

子育て情報 子育て情報 狩猟免許試験 

試　験　日 

6月21日（日） 

8月　2日（日） 

12月　6日（日） 

平成22年　　 
3月　7日（日） 

時間 会　　場 

第1回 

第2回 

第3回 

 
第4回 

8:30 

～16:30

千葉県射撃場 

千葉県射撃場 

安房合同庁舎 

※第3回の試験は、わな猟免許のみの試験となります。 

初心者狩猟講習会 

講　習　日 

6月14日（日） 

7月26日（日） 

11月29日（日） 

平成22年 
  2月28日（日） 

時間 会　　場 

第1回 

第2回 

第3回 

 
第4回 

8:30 

～17:00

千葉県射撃場 

千葉県射撃場 

安房合同庁舎 

申込期日　6月1日（月）から開催日の5日前まで 
申込および問い合わせ 
　千葉県猟友会　TEL　043－222－6033

試験申請期日 

 
第1回 

第2回 

第3回 

第4回 

 試験申請書の提出および問い合わせ 
　南房総県民センター安房事務所地域環境室 
　　TEL　22－7111

試　験　申　請　期　間 

  5月29日（金）～  6月  5日（金） 

  7月10日（金）～  7月17日（金） 

11月13日（金）～11月20日（金） 

平成22年2月12日（金）～2月19日（金） 
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市では、市全域の最新の地形図を作成する業務を実
施しています。この業務に伴い、市全域にて5月中旬
から7月上旬にかけて市が業務を委託した「朝日航洋
株式会社」の調査員が現地調査を実施しています。
なお、調査員は身分証明書を携帯し、作業します。
調査へのご理解ご協力をお願いします。
問い合わせ 建設部管理課　TEL 33－1102

6月28日から7月4日まで「子どもの人権110番強化
週間」として、いじめなど子どもの人権に係わる電話
相談を受け付けます。相談は無料で秘密は守られます。
相談日時

電話番号 0120－007－110
対 応 者 法務局職員または

子どもの人権専門委員
問い合わせ 千葉地方法務局人権擁護課

TEL 043－302－1319

地形図作成に伴う現地調査の実施

日本国内には平成20年末で不法滞在する外国人は約
13万人いるといわれています。彼らの多くは不法に就
労するなど、外国人犯罪を誘発する一因となっています。
館山警察署では「来日外国人犯罪対策や不法滞在・

不法就労対策」に取り組んでいます。外国人の不法就
労や違法なあっせんブローカーに関する情報がありま
したら、警察署または最寄りの交番・駐在所までお知
らせください。
また、外国人労働者を雇用するときは、必ずパスポ

ートや外国人登録証明書で就労資格があるか確認して
ください。不法滞在する外国人を雇用した場合は、事
業主などが処罰（不法就労助長罪）されます。
問い合わせ 館山警察署　TEL 23－0110

・ 農薬を使用する場合は、ラベルに記載された注意
事項を確認し、飛散範囲に注意してください。
・ 盗難や誤飲を防ぐため、使用後は農薬を鍵のかか
る場所に保管してください。
・ 住宅地などでは、病害虫の発生状況に応じた防除
を行い、農薬を使用する場合には、近所の人に事前
に農薬をまく日や農薬名などを知らせてください。

不法滞在・不法就労防止にご理解とご協力を！

6月22日から7月21日は
農薬危害防止運動月間

子どもの人権110番強化週間

5月下旬に農業者年金基金から現況届が郵送されます。必要事項を記入し、6月30日（火）までに農業委員会ま
たは支所へ提出してください。現況届が提出されない場合は、年金の受給が一時停止されますのでご注意くださ
い。なお、死亡しているのに現況届が郵送された場合は、ＪＡ安房の支店に届け出をしてください。

今までの市標準小作料は、旧町村により制定された標準小作料で制定、運用を行っていました。しかし農業委
員会では、現在の農業経営情勢などを考慮した新しい標準小作料の制定が必要と考え、平成20年度に小作料の改
訂を行いました。
新しい標準小作料額

留意事項
・　この標準小作料は、平成21年3月26日から適用します。
・ 農地の貸し手と借り手が話し合いによって小作料を定めるときの目安などの目的で標準小作料を設定して
います。土地改良などの水利費は、賃借人の負担として算定してあります。
・ これを参考に農地の状況（ほ場条件・作目・面積の大小など）により、貸し手と借り手が十分話し合い、
小作料を決めてください。

イベント・募集情報 

子育て情報 子育て情報 

健康情報 健康情報 

行政情報 行政情報 行政情報 

講座・講習情報 講座・講習情報 

募集・講習情報 募集・講習情報 

イベント・募集情報 

イベント情報 イベント情報 

くらしの情報 くらしの情報 

子育て情報 子育て情報 

子育て情報 子育て情報 

日　に　ち 時　間 

6月28日（日）・7月4日（土） 

6月29日（月）～7月3日（金） 

10:00～17:00 

8:30～19:00

農地の区分 標準小作料額 備　　　　　　考 

田の部 

畑の部 

上 
 

中 

下 

13,000円 

10,000円 

7,000円 

7,000円 

ほ場整備完了地区または、集団的に存在しており生産性の高い地域で、10アール 
当りおおむね480kg以上の収穫田 

上、下に該当しない地域で、10アール当りおおむね420kg前後の収穫田 

山間谷津田で、10アール当りおおむね360kg以下の収穫田 

市内一律 

●6月は農業者年金現況届の提出月です！　～農業者年金を受給されている皆さんへ～

●標準小作料の額が改訂

農農農農業業業業委委委委員員員員会会会会事事事事務務務務局局局局かかかからららら TEL 33－1081



5

市では県民の日を記念して、6月15日（月）に市内の公共施設などで無料開放や割り引きを実施します。
問い合わせ 企画政策課　TEL 33－1001

「県民の日」施設の無料開放 ～6月15日（月）は千葉県民の日です～

6月13日（土）と14日（日）は夜間も営業します　～午後5時から午後8時まで入園無料～
午後8時まで、温室（エントランス～大温室）や土産売店などの営業を延長します。
県民の日6月15日（月）は入園無料 営業時間 午前9時から午後5時まで
ライオンとのふれあいやレトロバスの展示、ワンワンサーカスなどが開催されます。
※新型インフルエンザの影響により、イベントが中止になる場合があります。

県南房パラダイス県民の日行事　　問い合わせ　県南房パラダイス　TEL 28－1511

市内2つの商工会は共同で30％のプレミアムが付いた「がんばる子育て応援券」と、10％のプレミアムが付いた
「豊かなくらし応援券」の2種類の商品券を市の補助を受け、発行します。「がんばる子育て応援券」は、小・中・高
校生を持つ家庭が子ども1人につき最大2万円（2万6千円分の商品券）まで購入可能で、2回の発売で各回1万円ずつ
購入できます。「豊かなくらし応援券」は、市民が誰でも1人10万円（11万円分の商品券）まで購入できます。
商品券の発売は、6月1日と12月1日の2回を予定しています。販売店や取扱店などは、商工会が発行する折り込

みチラシでご確認ください。
「がんばる子育て応援券」の購入対象者には、子育て支援課から購入に必要な引換券を5月下旬に郵送しました。
再発行はしませんので、大切に保管してください。
問い合わせ がんばる子育て応援券に関すること　　子育て支援課　TEL 36－1153

豊かなくらし応援券に関すること　　　商工観光課　　TEL 33－1092
商品券の取り扱いに関すること　
内房商工会　　TEL 33－2257 朝夷商工会　　TEL 44－1331

プレミアム付き商品券を発売

イベント・募集情報 

子育て情報 子育て情報 

健康情報 健康情報 

行政情報 行政情報 

講座・講習情報 講座・講習情報 

募集・講習情報 募集・講習情報 

イベント・募集情報 

イベント情報 イベント情報 

くらしの情報 くらしの情報 くらしの情報 

子育て情報 子育て情報 

子育て情報 子育て情報 

施　設　名 内　　　容 要予約 所在地 電話番号 営業時間 
開放区分 

無料 割引 

千倉Ｂ＆Ｇ海洋センター 
・体育館・武道場 

・室内プール 

・テニスコート 
・デイキャンプ場 
富浦テニスコート 

三芳テニスコート 

シェイクスピア・カントリーパーク 

千倉総合運動公園 
・多目的広場 

富山老人いこいの家 
浴室 

○ 

○ ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 1団体2時間まで 

1団体2時間まで 

個人･団体2時間まで 

個人･団体2時間まで 

千倉町川戸 
　　544－8

富浦町青木70 

本織60－4 

白子1501

 44－3381

46－2882

9:00 
～17:00

10:00 
～16:00

10:00 
～16:00

9:00 
～17:00

10:00 
～15:30

10:30 
～15:30

9:00 
～16:30

※　大人800円→400円　中高生600円→300円　65歳以上の高齢者、小学生、障害のある人、市民無料（無料となる
　人は、該当となることが証明できるものを提示してください）。 

三芳保健福祉センター 
まほろば浴場 

ちくら介護予防センター「ゆらり」 
・浴室 

・和室・機能訓練室 

和田地域福祉センター「やすらぎ」 
・浴室 

・集会室(和室) 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

久枝327 

谷向116－2 

 

 

千倉町瀬戸 
　  2705－6

和田町松田 
828

57－3639 

36－1152 

 

47－3111

44－3541



ＮＨＫでは、自主共聴施設※を対象に地上デジタ
ル放送が受信できるようにするためのお手伝いをし
ます。ＮＨＫの協力を希望する施設の代表者は、ご
連絡ください。
ＮＨＫの協力内容
1．共聴受信点での地上デジタル電波の受信調査
（受信点調査の費用は、ＮＨＫが負担します）
2．デジタル化改修のための技術的な説明や、申請
書類作成などの手続きの協力
3．デジタル化改修に要した費用の一部を助成
（適用条件があります）
※ 「自主共聴施設」とは、地形の影響により各世
帯でテレビを受信できない地域で、テレビを視聴
するために山頂などに住民が自主的に共同でアン
テナを設置したものです。ビルなどの影響による
受信障害対策共聴や、集合住宅共聴は対象とはな
りません。
問い合わせ 情報推進課　TEL 33－1003

ＮＴＴ東日本では、地球環境保護・資源の有効
活用のため「古い電話帳から新しい電話帳へ」の
考えのもと、古い電話帳のリサイクルを積極的に
推進しています。新しい電話帳を各家庭に6月中に
お届けしますので、その際古い電話帳を配達員へ
お渡しください。
不在などで古い電話帳を回収できなかった場合は、
改めて回収にうかがいますので、ご連絡ください。
問い合わせ タウンページセンタ
フリーダイヤル番号　0120－506－309

【一般書】
左利きの子
「包丁さばき」の教科書

せいろで蒸す
毎日使えるおむすび便利帖
狭心症・心筋梗塞正しい治療がわかる本
海松
男と点と線
ムサシ
レッドゾーン　上・下
きりこについて
【児童書】
ちょっとまって、きつねさん！
おこだでませんように
風をおいかけて、海へ！
漢字の本　　1年生～6年生
さよならはいわない
むしばいっかのおひっこし
いっぱいのおめでとう
リーコとオスカーともっと深い影

地震の大研究
うみのダンゴムシ・やまのダンゴムシ

ローレン　ミルソム

赤坂ビバレッジクッキングスクール
岩崎　啓子
荻野　恭子
野々木　宏
稲葉　真弓

山崎ナオコーラ
井上ひさし
真山　　仁
西　加奈子

カトリーン　シェーラー
くすのきしげのり

高森　千穂
下村　　昇
おぼまこと

にしもとやすこ
あまんきみこ

アンドレアス　シュタインヘーフェル
大木　聖子
皆越ようせい
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◇6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 
鈴木内科クリニック 
 
安房地域医療センター 
 
安房地域医療センター 
館山病院　 
 

25－5111 
 
25－5111 
04－7092－1207 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122 
 
25－5111 
 
25－5111 
55－2125 
22－8880 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122 

（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） 
 

6月　6日（土）午後 
 
6月　7日（日） 
 
 
6月13日（土）午後 
 
6月14日（日） 
 
 
6月20日（土）午後 
 
6月21日（日） 
 
 
 
6月27日（土）午後 
 
6月28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）◇

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
。

共同アンテナの地デジ受信をNHKがお手伝い

6月1日から千葉テレビのデータ放送を活用した
「市町村情報」の発信が始まります。県内56市町村
のイベント情報などが掲載されています。デジタル
テレビやワンセグ放送、インターネットにてご覧に
なれますので、ご利用ください。
視聴方法
デジタルテレビ（ワンセグ）は、テレビのチャン

ネルを千葉テレビ（3ｃｈ）に合わせて、リモコン
の「ｄ」ボタンを押し、メニューボタンの市町村行
政情報ボタンを押します（ワンセグは自動で表示さ
れます）。
インターネットは、千葉テレビのホームページか

らご覧になれます。
千葉テレビホームページ
http://www.chiba-tv.com/
問い合わせ (財)千葉県市町村振興協会
TEL 043－311－4162

千葉テレビの地上デジタル放送で
市町村情報を発信

回収します！あなたの家の古い電話帳

イベント・募集情報 

子育て情報 子育て情報 

健康情報 健康情報 

行政情報 行政情報 

講座・講習情報 講座・講習情報 

募集・講習情報 募集・講習情報 

イベント・募集情報 

イベント情報 イベント情報 

くらしの情報 くらしの情報 くらしの情報 

子育て情報 子育て情報 

子育て情報 子育て情報 


