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31 水 

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

丸山保健福祉センター 
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 

行政相談 
8日（月） 
9日（火） 
10日（水） 
12日（金） 
17日（水） 
19日（金） 
24日（水） 

各 種 無 料 相 談 

8日（月） 
9日（火） 
10日（水） 
12日（金） 
17日（水） 
19日（金） 
24日（水） 

丸山保健福祉センター 
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 
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 

29 月 

30 火 

17 水 

18 木 

◇クリスマス 

固定資産税第3期･介護保険料第5期･国民

健康保険税第6期納期限 

15 月 

14 日 

◇年賀郵便受付 

富山保健福祉センター開放（わくわく教室） 

　　　　　　　　　　　10:00～11:30

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

◇冬至 

◇官庁御用納め 

消防団歳末特別警戒　～30日 

◇大みそか 

16 火 

4 木 

5 金 

6 土 

8 月 

7 日 

11 木 

12 金 

13 土 

9 火 

10 水 

　事前予約申し込みを12月15日（月）午前9時から受け付 
けます。定員は6人です。 

申込および問い合わせ　社会福祉協議会　TEL  44－3577

法律相談 

10:00～12:00 ちくら介護予防センター 

結婚相談 

5日（金） 

◇歳末助け合い運動 
国民健康保険税第5期･後期高齢者医療保
険料5期納期限 

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

◇大雪 
ふるさと美化運動（和田地区） 
第18回ママさんバレーボール南房総さざ波大会 
 （富山ふれあいスポーツセンター）9:00～ 
第63回南房駅伝大会（鴨川市陸上競技場
～県南総文化ホール）9:30～ 

「リガ大聖堂少年合唱団」による音楽鑑

賞会（千倉中学校）14:00～15:00

◇人権週間 

◇針供養 
献血(白浜支所)10:30～12:00 
　　(千倉支所)14:00～15:30

◇障害者の日 

◇冬の交通安全運動　～31日 

おはなし会（千倉図書館）14:00～14:45

天皇誕生日 

白浜支所 
丸山保健福祉センター 
とみうら元気倶楽部 

4日（木） 
8日（月） 
12日（金） 

13:00～16:00 丸山保健福祉センター 1月21日（水） 

（育児相談・健康相談は次頁に掲載）
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乳幼児健康診査

健康増進課から 申込および問い合わせ　 TEL 36－1152
予防接種【12月の予防接種（集団）日程】

三芳保健福祉センター 2歳6カ月～2歳8カ月 12月10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 

12月19日(金) とみうら元気倶楽部 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

和田地域福祉センター 1歳6カ月～1歳8カ月 12月4日(木) 

実施日 場　　所 対象児 

【1歳6カ月児健康診査】 受付時間　12:45～13:00

実施日 

12月3日(水)

場　　所 対象児 

富山保健福祉センター H20.6.4～H20.9.4生 

【ＢＣＧ】 受付時間　13:40～13:50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 

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 

いきいき運動教室 

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 

場　所　富山保健福祉センター　 ※参加を希望される場合は、事前の申し込みが必要です。 

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 

各 種 無 料 相 談 

健康電話相談　 健康増進課　TEL　36－1152

13:30～15:00 
13:30～15:00 
10:00～11:30 
10:00～11:30 
10:00～11:30

和田地域福祉センター 
富山保健福祉センター 
丸山保健福祉センター 
とみうら元気倶楽部 
白浜保健福祉センター 

育児相談 

1日(月) 
2日(火) 
9日(火) 
16日(火) 
17日(水)

9:00～17:00平日 

健康増進課　TEL　36－1152

※ 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 

14:00～16:00 安房健康福祉センター 12月1日(月)

申込および問い合わせ　 

　安房健康福祉センター 

　　TEL  22－4511

今月は女性医師による相談を行います。 
事前の予約が必要です。 

市では、2回1コースで腰痛予防
教室を行います。
腰痛に困っている人、腰痛予防

に関心がある人は、ぜひご参加く
ださい。
次回は2月に予定しています。

定　　員 20人　　申込期限 12月8日（月）
持 ち 物 タオル・飲み物
そ の 他 運動の出来る服装でおいでください。

参加を希望される場合は、事前の申し込みが必要です。

腰痛予防教室 参加者募集
講話「腰痛予防について」 
実技「腰痛予防体操」 
講師 
　富山国保病院理学療法士 

実　施　日 時間・場所 内　　容（予定） 

12月　9日（火） 

12月16日（火） 

14:00～15:30 
富山保健福祉 
センター 

日　時 12月8日（月）
午前10時から午前11時30分まで

内　容 予防接種について
対　象 乳幼児　　
講　師 看護師
定　員 30人　　申込期限 12月5日（金）

日　時 12月17日（水）
午前9時30分から午前11時30分まで

内　容 運動講話と実技
「転倒予防と錬筋体操」

講　師 健康運動指導士　
定　員 30人　　申込期限 12月15日（月）
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税務相談～受付方法が変わりました～ 問い合わせ　館山税務署 TEL 22－0101

平成21年度入園「幼稚園児募集」

市内各幼稚園では、平成21年度の入園児を募集します。
該　当　児
（年少児）平成16年4月2日から平成17年4月1日生
（年長児）平成15年4月2日から平成16年4月1日生
※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17日（水）・18日（木）（2日間）
申込場所および時間
入園を希望する幼稚園　午後2時から午後4時まで
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　　TEL 46－2962

恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者の皆さんへ

平和祈念事業特別基金では、いまだ請求されていない
恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者の「ご本人」に、
「特別慰労品」を贈呈しています（ご遺族の人は対象とは
なりません）。
「引揚者」は、終戦の日まで引き続き1年以上外地で生

活していて戦後引き揚げてきた家族全員が対象です。
〇請求書などは、次の窓口に置いてあります。
・市民課（本庁舎）・社会福祉課（三芳分庁舎）
・各支所地域市民福祉課（三芳支所を除く）
〇請求期限は平成21年3月31日（火）までです。
未請求の人は、早急に申請してください。
請求の相談および問い合わせ
独立行政法人平和祈念事業特別基金
無料電話：0120－234－933
（月曜日～金曜日9：15～17：15、土・日曜日、祝日休）

12月から平成21年2月まで
県滞納整理推進機構と共同で市税の徴収を強化
納期限を過ぎても税金を納めないと

「滞納」になります。特別な理由がない
滞納者に対しては、「県滞納整理推進機
構」と共同で、勤務先への給与照会、
取引先への訪問、預貯金や生命保険な
どの財産調査を行い、財産の差押えな
どの滞納処分を進めていきます。差し押さえた財産は換
価し、未納となっている税金に充当します。
収納課では、随時納税相談を行っています。特別な事

情で納期限までに納付することが困難な場合は、必ず相
談してください。
また、毎週木曜日は、市税の納付や納税相談などの窓

口を午後7時30分まで延長しています。
問い合わせ 収納課　TEL 33－1024

第9回千葉県要約筆記奉仕員登録試験の開催

要約筆記により、聴覚障害者への情報伝達技術および
要約筆記奉仕員登録に必要な知識の試験を千葉県要約筆
記奉仕員登録試験選考要綱に基づいて実施します。
審査期日
第1次試験 平成21年1月11日（日）

午前10時から午後4時まで
筆記試験および実技試験（ＯＨＰ）

第2次試験 平成21年2月8日（日）
午前10時から午後4時まで
実技試験（ノートテイク）および面接

※　但し、第2次試験は第1次試験合格者のみ
会　　場 千葉聴覚障害者センター

〒260-0022 千葉市中央区神明町204-12
申込および問い合わせ
社会福祉法人 千葉県聴覚障害者協会
千葉聴覚障害者センター　第9回千葉県要約筆記奉仕員
登録試験審査委員会事務局

TEL 043－308－6373
FAX 043－308－6440

税務相談を希望される人は、まず管轄する税務署へお電話を！税務署におかけいただいた電話は、自動音声に
より案内しています。最初に用件に応じて「1」番か「2」番を選択してください。

「1」番の電話相談センターを選択

国税に関する一般的な相談について、税務相談
室の職員がお答えします。

【電話相談センター】
引き続き自動音声により次の番号を案内します

ので、相談に応じて番号をお選びください。
①年金や給与または事業などの所得税について
②年末調整や非居住者などの源泉徴収について
③相続税や贈与税または譲渡所得について
④法人税について　⑤消費税や印紙税について
⑥その他の税について

蜈

蜈

「2」番の税務署を選択

税務署からのお尋ねに関する問い合わせや、
具体的な書類の確認が必要な相談について、税
務署の職員がお答えします。

【税　務　署】
税務署からの通知やお尋ねに対する問い合わせな

ど、用件に応じて担当する部署へおつなぎします。な
お、関係書類を確認する必要があるなど、電話での回
答が困難な場合には、納税地を管轄する税務署に事前
に予約をしていただき、関係書類を持参の上、相談い
ただくことになりますのでご留意願います。

蜈

蜈



市内に居住する65歳以上の高齢者などへ緊急通報家庭
用端末機（電話機）とペンダント型無線発信機を貸与し、
緊急時の対応を図ります。
対象者 通報ボタンを押すことおよび電話での受け答

えができる人で次のいずれかに該当する人
①65歳以上でひとり暮らしの人
②要介護4または5と認定された人で、日中独居
などの理由により必要な人
③ひとり暮らしで、身体障害者手帳1級または2
級を所持している人

内　容 体調が悪くなったときなど緊急の際、緊急通
報家庭用端末機またはペンダント型発信機の通
報ボタンを押すと、受信センターが対応し、電
話で状況確認後、親族などへの連絡や、必要に
応じて救急車を要請します。

利用料 世帯の前年度市町村民税課税状況により決定
します。

※ 課税世帯の場合のみ、新規設置料（6,300円）がかか
ります。通話料は別途かかります。
問い合わせ 高齢者福祉課　TEL 36－1154
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市では調査捕鯨で捕獲されたミンク鯨肉を市で購入し、
市民の皆さんに有料配布します。
配 布 期 間
12月18日（木）から12月25日（木）まで
午後1時から午後3時まで
予 約 期 間
12月11日（木）から12月15日（月）まで
午前9時から午後4時まで
価　　　格 ミンク鯨赤肉　2,470円（1kg）
配布限度量 1世帯あたり10kgまで
予約および販売先
和田町漁業協同組合　　　TEL 47―4115
※　12月20日（土）は販売を行いません。
千倉水産加工業協同組合　TEL 44―1811
※　12月14日（日）は予約を受けません。
※　予約なしでも購入できますが、数量に限りがありま
すので、売り切れの場合はご了承ください。

鯨 肉 の 有 料 配 布

南房総市高齢者等緊急通報システム事業

交通事故に関するさまざまな問題について、専任相談
員や弁護士、臨床心理士が無料で相談に応じます。
日　　　時 毎週月曜日から金曜日

午前9時から午後5時まで
※　祝日および年末年始を除く、受け付けは午後4時
30分まで

問い合わせ
県交通事故相談所安房支所(南房総県民センター安房事

務所1階) TEL 22－7132

交 通 事 故 相 談

「障害者週間」は、国民の間に広く障害者の福祉につ
いての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経
済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する
意欲を高めるために設けられました。
障害のある人への理解を深め、社会参加を促進し、障

害の有無にかかわらず、誰もがその人らしく地域で暮ら
すことのできる社会をつくりましょう。
問い合わせ 社会福祉課　TEL 36－1151

毎年12月3日から12月9日まで「障害者週間」です

県運営適正化委員会では、福祉サービスの苦情特別相
談を行います。福祉サービスを利用している人やそのご
家族の人で、苦情や困ったことなど、弁護士や医師など
による運営適正化委員会委員および事務局職員が相談を
お受けします。
日　　時 平成21年1月24日（土）・25日（日）

午前10時から午後4時まで
（正午から午後1時までを除く）

相談方法
・電話による相談は、当日、直接電話をしてください。
・面接による相談は、予約制です。事前に電話をして
ご予約ください。

※ 運営適正委員会では、平日の午前9時から午後5時ま
で常時相談を受け付けています。
面接場所および連絡先
千葉県社会福祉センター1階会議室

TEL 043－246－0294
FAX 043－246－0298
E-mail support@chibakenshakyo.com

特別相談「福祉サービス苦情110番」

豪華客船「ふじ丸」に乗って、｢東洋のガラパゴス｣小
笠原に行く船の旅！一生忘れない“思い出”、大海原と小
笠原を舞台に、船のこと、海のことを学びませんか？
実施期間 平成21年3月26日（木）から

3月31日（火）まで
5泊6日　14食付・船内泊

寄 港 地 小笠原諸島父島（二見港）
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22日（月）
申込および問い合わせ
千倉総合運動公園　TEL 44－3381

Ｂ＆Ｇ　｢体験クルーズ｣参加者募集
～春休み、大海原に飛び出そう！～

課税状況 利用料（月額） 

1,500円  

100円 

課 税 世 帯 

非 課 税 世 帯 
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平成21年度公立小中学校の講師登録

平成21年度
千葉県農業大学校の学生募集（一般入試）

県教育庁南房総教育事務所では、平成21年度に公立小・中
学校で講師を希望される人の登録会ならびに面接会を開催しま
す。平成19年度登録の人も再登録手続きが必要となります。
受 付 日 時 12月24日（水）

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㎝×4.5㎝　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 県教育庁南房総教育事務所管理課
TEL 0438－25－1311

合格発表
Ａ日程 平成21年1月21日（水）
Ｂ日程 平成21年3月10日（火）

申込および問い合わせ
〒283－0001 千葉県東金市家之子1059
千葉県農業大学校
TEL 0475－52－5121
FAX 0475－54－0630
http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/

農薬の保管管理の徹底
農薬は、良質な農作物を多量に収穫するために、大変

有効なものですが、その取り扱いを誤ると危険なもので
もあります。
農薬の使用者は次のことを守り、適正な農薬の保管管

理を行うようお願いします。
1．安全な場所に施錠して保管するなど、保管管理を徹底
し、盗難、紛失を防止してください。
2．万一、盗難、紛失事故が発生した場合は、直ちに警察
署に届け出てください。
問い合わせ 農林水産課　TEL 33－1071

農業日誌などの有料配布
平成21年版農業日誌などを有料配布します。ご希望の

人は、12月26日（金）までにお求めください。
価　格 農業日誌　　　　　1,400円

ファミリー日誌　　1,400円
新農家暦　　　　　 440円

配布場所および問い合わせ
農林水産課　TEL 33－1077

公民館教室・講座の募集
●布ぞうり教室
日　　時 平成21年1月11日（日）

午前10時から午後4時まで　※雨天中止
場　　所 富山公民館
募集人員 一般成人　20人
講　　師 鈴木　昭さん
参 加 費 300円
持 ち 物 布きれ、昼食
●房州低名山巡り（第2回目）～大日山から御殿山～
日　　時 平成21年1月31日（土）午前8時30分　
集合場所 富山公民館
募集人員 一般成人　40人
講　　師 忍足　利彦さん
参 加 費 無料
持 ち 物 弁当・飲み物・タオル・帽子・雨具・歩

きやすい服装
●申込受付
日　　時 12月15日（月）午前8時30分から
場　　所 富山公民館（TEL 57－3590）
そ の 他 定員になり次第締め切ります。申込み人

数が少ない場合は、教室を開催しない場
合があります。

問い合わせ 丸山公民館　TEL 46－4031

農業のスペシャリストを目指す千葉県立の農業大学
校の学生を募集します。
募集人員
Ａ日程 農学科約30人　研究科約10人
Ｂ日程 農学科約10人　研究科若干名

受験資格
農学科　高等学校を卒業した者または平成21年3

月卒業見込みの者
研究科 都道府県の農業大学校農学科等を卒業した

者または平成21年3月卒業見込みの者など
選考期日
Ａ日程 平成21年1月14日（水）
Ｂ日程 平成21年3月 2日（月）

選考場所 千葉県農業大学校
選考方法
農学科　国語、農業科学基礎・生物蠢・化学蠢か

ら1科目、面接
研究科 作物学・園芸学・畜産学・農業経営学か

ら2科目、面接
願書受付
Ａ日程 12月22日（月）から

平成21年 1月 7日（水）まで
Ｂ日程 平成21年 2月13日（金）から

2月23日（月）まで
※　土、日曜日、祝祭日および12月29日（月）から

平成21年1月3日（土）を除く



市では、市役所の開庁時間に来庁できない人の利便を図
るため、窓口業務の延長を行っています。

※ 証明書の交付申請の際には、運転免許証、パス
ポート、健康保険被保険者証、年金証書などの本
人確認書類が必要となりますのでお持ちください。
注1 納税証明書（軽自動車車検用を含む）の交付
を受ける場合で、交付を受けようとする日前2週
間以内に当該納税証明書に係る税金を納付した
場合は、「領収書」または「口座振替金融機関で
記帳された通帳」をお持ちください。

木曜日が次の場合は実施しません
・国民の祝日
・12月28日から翌1月3日まで
・8月13日から15日まで
・災害など特別な事情がある場合

【一般書】
皇后さまと子どもたち　　　　　　　　　　宮内庁侍従職
日本語の作法　　　　　　　　　　　　　　　外山滋比古
卵1個でちゃんと覚えるスポンジケーキＬＥＳＳＯＮ

熊谷　裕子
「陶芸」の教科書　　　　　　　　　　　　　 矢部　良明
ちょいな人々　　　　　　　　　　　　　　　荻原　　浩
粗茶を一服　　　　　　　　　　　　　　　　山本　一力　
モニタールーム　　　　　　　　　　　　　　山田　悠介
そうだったのか！ニュース世界地図　2009 池上　　彰
和風ラッピング・レッスン　　　　　　　　　長谷　　恵
元職員　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田　修一
【児童書】
赤はなのトナカイルドルフ　　　　　　とおやまうみひこ
3びきのゆきぐま　　　　　　　　　　 ジャン　ブレット
クリスマスにはおひげがいっぱい！？

ロジャー　デュボアザン
魔法の王国（ディズニーランド）の大冒険

リドリー　ピアスン
やまねこようちえん　　　　　　　　　　　　那須田　淳
ナニワのＭＡＮＺＡＩプリンセス　　　　　　荒井　寛子
だんろのまえで　　　　　　　　　　　　　　鈴木まもる
十二支のはやくちことばえほん　　　　　　　高畠　　純
聖夜のおくりもの　　　　　　　　　トリシャ　ロマンス
ありのフェルダ　　　　　　　　　オンドジェイ　セコラ
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◇12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 
中原病院 
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 
中原病院 
 
安房地域医療センター 
原クリニック 
鴨川市立国保病院 
 
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 
富山国保病院 
 
安房地域医療センター 
鴨川市立国保病院 
 
安房地域医療センター 
鋸南病院 
勝山クリニック 

25－5111 
 
25－5111 
47－2021 
04－7092－1207 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122 
 
25－5111 
 
25－5111 
55－2125 
47－2021 
 
25－5111 
24－5711 
04－7097－1221 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122 
 
25－5111 
58－0301 
 
25－5111 
04－7097－1221 
 
25－5111 
55－2125 
55－2138

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

12月　6日（土）午後 
 
12月　7日（日） 
 
 
 
12月13日（土）午後 
 
12月14日（日） 
 
 
12月20日（土）午後 
 
12月21日（日） 
 
 
 
12月23日（火） 
 
 
 
12月27日（土）午後 
 
12月28日（日） 
 
 
12月29日（月） 
 
 
12月30日（火） 
 
 
12月31日（水） 

 

※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）◇
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毎週木曜日、市役所本庁舎の窓口業務（主に証明書の発行）の
時間延長を行っています!!

電話予約による証明書などの休日交付もご利用く
ださい（来庁できない人のために、電話予約するこ
とにより、休日に受け取ることができます）。詳細
は、お問い合わせください。

延長時間 
 

実施場所 

実施窓口およ 
び問い合わせ 

市民課 
℡ 33-1051

税務課 
℡ 33-1023

収納課 
℡ 33-1024

延
長
時
間
内
に
取
り
扱
う
業
務 

午後5時30分から午後7時30分まで（2時間） 

市役所本庁舎（本館） 

実施業務 

①戸籍謄本・抄本（除籍、改製原戸籍を含む）
および戸籍に関する証明書　②住民票謄本・
抄本、除かれた住民票　③戸籍の附票　④
身分証明書　⑤住所証明書　⑥印鑑登録証
明書　⑦印鑑登録（廃止） 

①所得証明書　②住民税課税証明書 
③住民税非課税証明書　④児童手当証明書
⑤法人所在証明書　⑥固定資産評価証明書
⑦公課証明書　⑧資産証明書　⑨課税台帳
登載証明書　⑩住宅用家屋証明書　⑪評価
額通知書　⑫廃車証明書　⑬軽自動車標識
交付 

①納税証明書（軽自動車車検用を含む）※注1
②市税収納業務 


