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10:00～15:00 
13:30～16:00 
13:30～16:00 
13:30～16:00 
10:00～15:00 
10:00～15:00 
13:30～16:00

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 
6日（月） 
8日（水） 
10日（金） 
15日（水） 
17日（金） 
21日（火） 
22日（水） 

各 種 無 料 相 談 
6日（月） 
8日（水） 
10日（金） 
15日（水） 
17日（金） 
21日（火） 
22日（水） 

ちくら介護予防センター 
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

 

日 曜 行　　　　　事 日 曜 行　　　　　事 

1 水 

3 金 

19 日 

20 月 

22 水 

23 木 

21 火 

24 金 

25 土 

26 日 

27 月 

28 火 

30 木 

31 金 
17 金 

18 土 

15 水 

14 火 

16 木 

6 月 

11 土 

13 月 

9 木 

12 日 

10:00～12:00 ちくら介護予防センター 

10:00～15:00 千倉支所 

結婚相談 

3日（金） 交通事故巡回相談 

22日（水） 

7 火 ◇小暑　七夕 

10 金 ◇国土建設週間 

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

4 土 おはなし会（千倉図書館）14:00～14:45

5 日 ふるさと美化運動（和田地区） 

福澤区祭礼（富浦地区） 
青木地区祭礼（白浜地区） 
千倉地区夏祭り　～12日 
白子地区祭礼（千倉・丸山地区） 
宮下地区祭礼（丸山地区） 

水稲空中防除（白浜地区）4:00～ 
献血(市役所別館1)10:00～11:45／13:00～15:30

◇ぼん 

◇やぶ入り 

水稲空中防除（富浦地区）4:00～ 

珠師ヶ谷八幡神社夏祭り（丸山地区） 

◇勤労青少年の日 
水稲空中防除（三芳地区）4:00～ 
富浦地区祭礼　～19日 
海発子安神社祭礼（和田地区） 
真浦地区祭礼（和田地区）～19日 

◇土用　土用の丑 
水稲空中防除（富山地区）4:00～ 
大原地区祭礼（和田地区） 

水稲空中防除（和田地区）4:00～ 

水稲空中防除（千倉地区）4:00～ 
三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）10:00～11:30

　　海の日 
◇夏の全国交通安全運動　～31日 
南房総白浜海女まつり　～21日 
丸本郷区祭礼（丸山地区） 

◇大暑 

水稲空中防除（丸山地区）4:00～（～26日） 
大井神社祭礼（丸山地区） 

南房総市富浦アジすくい　～27日 

千葉県消防操法大会 

献血（白浜支所）10:15～11:45 
　　（千倉支所）14:00～15:30

固定資産税第2期、国民健康保険税第1期 
および後期高齢者医療保険料第1期納期限 

29 水 

◇国民安全の日 

2 木 ◇半夏生 

（人権相談・育児相談・女性のための健康相談は3頁に掲載） 
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安房郡市消防本部基本構想等審議会委員の募集 千葉県介護支援専門員実務研修受講試験の実施

介護支援専門員実務研修の受講希望者に対して、実
務研修を行う際、事前に介護保険制度などの必要な専
門知識などを有していることを確認するための試験を
実施します。
試 験 日 10月25日（日）午前10時から
受験資格 医療・保健･福祉分野の有資格者で一定期間

以上の実務経験がある人
申込書配布期間

6月29日（月）から7月31日（金）まで
（閉庁日を除く）

申込書配布場所
高齢者福祉課、市民課、各支所（三芳支所を
除く）、市社会福祉協議会、県社会福祉協議会、
県庁保険指導課、県内健康福祉センター

申込受付期間
6月30日（火）から7月31日（金）まで
（当日消印有効）
簡易書留による郵送のみの
受け付けになります。

申込および問い合わせ
県社会福祉協議会介護支援専門員養成班
〒260－8508 千葉市中央区千葉港4－3
TEL 043－204－1610

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 

募集・試験情報 募集・試験情報 

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

乳幼児健康診査

三芳保健福祉センタ－ 2歳6カ月～2歳8カ月 7月15日（水） 

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 

7月23日（木） 千倉保健センター 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

富山保健福祉センター 1歳6カ月～1歳8カ月 7月8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 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。 

実施日 

7月17日（金） 三芳保健福祉センター 3カ月～4カ月 

場　　所 対象児 

【股関節検診】 受付時間　12:45～13:00

日　　時 7月7日（火）
午後1時30分から午後3時まで

場　　所 富山保健福祉センター
内　　容 夏のすごし方①（乳幼児）

そのほか工作
定　　員 30人
申込期限 7月6日（月）

日　　時 7月29日（水）
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 7カ月から12カ月児の離乳食の話・調理

実習
定　　員 6組
申込期限 7月27日（月）※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 

安房郡市消防本部基本構想および推進計画の策定に
あたり、将来の消防救急業務に関する消防署の機能や
配置などについて審議する委員を募集します。
募集人員 2人以内
応募資格 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町に住所を

有し、平成21年4月1日現在20歳以上の人
任　　期 委嘱の日から審議が終わるまでの間

（委嘱は8月を予定）
応募方法 応募用紙に必要事項を記入の上、郵送また

は持参によりお申し込みください。応募用
紙は、安房郡市消防本部総務課で配布しま
す。安房郡市広域市町村圏事務組合ホーム
ページからもダウンロードできます。

応募期間 7月1日（水）から7月31日（金）まで
選考方法 応募用紙および作文（テーマ「消防・救急

における消防署の機能と効率的な配置につ
いて」・800字以内）による書類審査

応募および問い合わせ
安房郡市消防本部総務課
〒294－0045 館山市北条1087－1
TEL 22－2902
安房郡市広域市町村圏事務組合ホームページ
http://www.awakouiki.jp

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・試験情報 募集・試験情報 募集・試験情報 

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 



「無言館」とは、第二次世界大戦中に志半ばで戦没した画学生たちの残した絵画などの作品を収蔵、展示して
いる美術館です。戦没画学生たちの心の叫びから学ぶべきものを考える機会を企画しました。
日　　時 7月10日（金）午後6時から午後8時30分まで　　
場　　所 県南総文化ホール小ホール
講　　演 「無言館」からのメッセージ 窪島誠一郎館主は語る
講　　師 「無言館」館主　窪島誠一郎さん　　入 場 料 500円
問い合わせ 窪島誠一郎講演会実行委員会事務局長　橋本芳久　　TEL 29－1290

先の大戦において外地など（事変地の区域または戦地の区域）に派遣され、戦時衛生勤務に従事された旧日本
赤十字社救護看護婦および旧陸海軍従軍看護婦の人（慰労給付金受給者を除く）に対して、そのご労苦に報いる
ため内閣総理大臣名の書状を贈呈しています。請求期限が2年間延長され、平成23年3月31日までとなりました。
本人または家族などからの連絡をお待ちしています。
請求書送付および問い合わせ 総務省大臣官房総務課管理室業務担当

〒100－8926 東京都千代田区霞が関2－1－2 TEL 03－5253－5182
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日　　時 7月28日（火）
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 生活習慣病予防の運動
講　　師 健康運動指導士　平野清孝さん
定　　員 30人

※毎月開催します。参加を希望される場合
は事前の申し込みが必要です。

申込期限 7月24日（金）
申込および問い合わせ

健康増進課　TEL 36－1152

いきいき運動教室開催

「社会を明るくする運動」とは、すべての国民が犯
罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理
解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪
や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動
です。
住民の皆さんが連携をとり、地域で起こる犯罪や非

行の防止にご協力をお願いします。
問い合わせ 社会福祉課　TEL 36－1151

7月は「社会を明るくする運動」強調月間

広報みなみぼうそう5月号と一緒に配布しました
「南房総市食材カレンダー」の掲載内容に一部誤った表
現がありました。
お詫びするとともに、新しいカレンダーを配布させ

ていただきます。ご理解のほどをお願いします。
問い合わせ 企画政策課地域再生室

TEL 33－1147

「南房総市食材カレンダー」に関するお詫び

福祉のしごとへの就職希望者を対象に、求人のある安
房地域の社会福祉施設などの個別面談を行います。また、
求職者の登録受付、求人の情報提供なども行います。
日　　時 8月1日（土）午後1時から午後4時まで
場　　所 県南総文化ホール大・小会議室
参加方法 当日、直接会場へ来場ください。
参 加 費 無料
問い合わせ 県福祉人材センター

TEL 043－248－1294
県社会福祉協議会ホームページ
http://www.chibakenshakyo.com/

福祉のしごと安房地域面談会開催

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・試験情報 募集・試験情報 

イベント・募集情報 

イベント情報 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 

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 

募集・試験情報 募集・試験情報 

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 

「無言館」館主 窪島誠一郎講演会開催

人権相談　10:00～15:00

13:00～15:00 安房健康福祉センター 16日（木） 
　今月は整形外科医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  TEL　22－4511

富山支所 
千倉支所 
和田コミュニティセンター 
三芳農村環境改善センター 

10日（金） 
13日（月） 
〃　　 

14日（火） 

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 

3日（金） 
22日（水） 

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。 

女性のための健康相談 ※事前の予約が必要です。 

各種無料相談 

旧日本赤十字社救護看護婦および旧陸海軍従軍看護婦の皆さんへ～内閣総理大臣名の書状を贈呈します～



発 売 期 間 7月13日(月)から7月31日(金)まで
発 売 場 所 全国の宝くじ売場

通信販売でも購入できます
抽　選　日 8月11日（火）
発売予定額 1,170億円（39ユニット）
発 売 単 価 1枚300円

※この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよ
い街づくりに使われています。

【一般書】
ひんやり和のおやつ
運命の人　1～3
煉獄の使徒　上　下
誘惑
1Ｑ84 ＢＯＯＫ1・2
ＩＮ
されど時は過ぎ行く
三毛猫ホームズの十字路　長編推理小説
かあちゃん
夜来香（イエライシャン）海峡
【児童書】
おとん
アリクイありえない
ねこの根子さん
恐竜がくれた夏休み
アンパンマンとはみがきまん
ないしょのおともだち
ブンブンガタガタドンドンドン
きつねのフォスとうさぎのハース　その3

世界がぼくを笑っても
もういいよう

金塚　晴子
山崎　豊子
馳　　星周
北原亜以子
村上　春樹
桐野　夏生
北方　謙三
赤川　次郎
重松　　清
船戸　与一

平田　昌広
斉藤　　洋
あさのあつこ
はやみねかおる
やなせたかし

ビバリー　ドノフリオ
かんざわとしこ

シルヴィア　ヴァンデン　ヘーデ
笹生　陽子
あまんきみこ
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◇7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 

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 

亀田ファミリークリニック館山 

鴨川市立国保病院 

 

安房地域医療センター 

 

安房地域医療センター 

館山病院 

眞木クリニック 

25－5111 

 

25－5111 

04－7092－1207 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

47－2021 

 

25－5111 

 

25－5111 

55－2125 

 

25－5111 

20－5520 

04－7097－1221 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

04－7096－0070 

（館山） 

 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

（和田） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（鋸南） 

 

（館山） 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

（鴨川） 

7月　4日（土）午後 

 

7月　5日（日） 

 

 

7月11日（土）午後 

 

7月12日（日） 

 

 

 

7月18日（土）午後 

 

7月19日（日） 

 

 

7月20日（月） 

 

 

 

7月25日（土）午後 

 

7月26日（日） 

 

 

※第55回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書が入りま
した。夏休み中は利用希望が多くなるため、早めにご利用くだ
さい。
※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
。

サマージャンボ宝くじ
～2009年市町村振興宝くじ～ 定額給付金の申請受付は、10月6日（火）までで

す。給付を希望する人でまだ申請していない場合は、
早めに手続きをしてください。
定額給付金申請書が届いていない人は、ご連絡く

ださい。
問い合わせ 企画政策課定額給付金係

TEL 20－4480

定額給付金の申請はお済みですか

三芳水道企業団では、富浦および三芳地区の水道施
設（水道管・メーター器など）の漏水調査を実施しま
す。6月下旬から平成22年2月末にかけて「(株)日本水
道センター」の調査員が伺います。調査員は身分証明
書を携帯し、腕章を着用して作業します。
調査へのご理解、ご協力をお願いします。
問い合わせ 三芳水道企業団施設維持班

TEL 22－3783

富浦・三芳地区の漏水調査を実施します

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・試験情報 募集・試験情報 

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 

等　級 当せん金 本　　　数 
39本 
78本 

3,861本 
39本 
390本 

39,000本 
390,000本 

3,900,000本 
39,000,000本 

11,700本 

1　等 
1等の前後賞 
1等の組違い賞 
2　等 
3　等 
4　等 
5　等 
6　等 
7　等 
夏祭り賞 

2億円 
5,000万円 
10万円 
1億円 

1,000万円 
10万円 
1万円 

1,000円 
300円 
100万円 

1等･前後賞
合わせて
3億円／2等も
1億円


