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日 曜 行　　　　　事 日 曜 行　　　　　事 

1 金 

2 土 

3 日 

4 月 

5 火 

6 水 

8 金 

7 木 

11 月 

ふるさと美化運動（和田地区） 
ボディビルコンテスト(南千倉海岸) 10:00～ 
夏まつり酪農の里(丸山地区)　  10:00～ 
スイカ無料配布（市内海水浴場）13:30～ 

下立松原神社･三嶋神社祭礼(白浜地区)～3日 

◇広島平和記念日 

◇立秋　鼻の日 

◇道路ふれあい月間 
献血(丸山公民館)10:30～12:15 
賀茂神社祭礼(丸山地区)～2日 

◇長崎原爆の日 
おはなし会（千倉図書館）14:00～14:45

～20周年記念～市合併第3回南房総人形劇 
　　　　　　　　  フェスティバル　～17日 
花倶楽部メロン祭り(おおつの里)10:00～ 

ちくらＢＯＮフェスタ(千倉漁港)19:00～ 

◇終戦記念日 

三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ） 
10:00～11:30 

岩井海岸花火大会19:30～ 

19 火 

岩井海水浴場閉設（富山地区） 

富山保健福祉センター開放（わくわく教室） 
10:00～11:30

12 火 

13 水 

20 水 

22 金 

23 土 

21 木 

 

24 日 

25 月 

26 火 

27 水 

28 木 

29 金 

30 土 

31 日 

17 日 

18 月 

14 木 

15 金 

16 土 

9 土 

10 日 

 

無料法律相談の事前予約申し込みを8月18日（月）午前9時 
から受け付けます。 

無料法律相談　※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

相談日 
9月3日（水） 13:00～16:00 富山支所 

時　　間 場　　所 

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

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

富山支所 
千倉支所 
とみうら元気倶楽部 
三芳支所 
白浜保健福祉センター 
丸山保健福祉センター 
和田地域福祉センター 

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

行政相談 
8日（金） 
11日（月） 
13日（水） 
15日（金） 
20日（水） 

 
27日（水） 

 

8日（金） 
11日（月） 
13日（水） 
15日（金） 
20日（水） 
27日（水） 

育児相談 
4日（月） 
5日（火） 
8日（金） 
19日（火） 
27日（水） 

各 種 無 料 相 談 

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

心配ごと相談　13:30～16:00

10:00～12:00 ちくら介護予防センター 

結婚相談 

1日（金） 

とみうら元気倶楽部 
白浜支所 
丸山保健福祉センター 

8日（金） 
14日（木） 
20日（水） 

人権相談　10:00～15:00

※電話でも随時相談を受け付けています。 
　健康増進課　TEL　36－1152

三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ） 
10:00～11:30

第21回関東地区ミニバスケットボール 
　　　　  南房総市TOMIURAさざ波大会～24日 
第31回黒潮サッカーフェスティバルin千倉～24日 
第17回南房総ふせひめ少年野球大会　　～24日 

◇処暑 
岩井地区祭礼（富山地区） 

◇二百十日 
市防災訓練（富浦中学校）9:00～ 

豊岡･原岡･多田良北浜（富浦地区）根本･名倉･
塩浦（白浜地区）南千倉･瀬戸浜（千倉地区）和田浦･
花園（和田地区）海水浴場閉設 

〃 
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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【8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 8月7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 

8月22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

白浜保健福祉センター 1歳6カ月～1歳8カ月 8月5日(火) 

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 

8月6日(水) 

場　　所 対象児 

富山保健福祉センター H20.2.7～H20.5.7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 

申込期限　8月25日（月）　 ※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 8月27日（水）
午後1時30分から午後3時まで

場　所 富山公民館　　内　容 琴の演奏会
対　象 3歳以上のお子さんとその保護者（小･中学生可）
定　員 100人

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 
日　時 8月25日（月）

午前9時30分から午前11時30分まで
場　所 富山保健福祉センター
内　容 運動についての講義と実技
講　師 健康運動指導士　　定　員 30人　　

誰でも参加できる話し合
いの広場です。ご家族でお
こしください。

日　時 8月24日（日）午後1時30分から午後4時30分まで
場　所 とみうら元気倶楽部さざなみホール
入場料 300円
内　容 講演「ホスピスのある診療所13年の歩みと地域医療」

講師　花の谷クリニック院長　伊藤真美さん
講演　「医療制度の現状と展望」
講師　全労連千葉委員長　松本悟さん

問い合わせ 安房地域母親大会実行委員長　田中房江
TEL 04－7098－1068

◆男性の料理教室参加者募集◆ ～手間をかけず・簡単に・おいしくつくれる料理～
65歳以上の男性を対象に料理教室を8月か

ら月1回、全6回コースで開催します。
男性の自立支援を目的に、教室では料理の

基本から手間をかけず・簡単に・おいしくつ
くれる料理を紹介していきます。料理の経験
のない人も参加できます。みんなで食事から
始める健康づくりを考えていきませんか？

第14回
安房地域母親大会

夏休み
特別演奏会

申込および問い合わせ 
安房健康福祉センター（館山市北条1093ー1）  TEL  22－4511

　今月は女性医師による相談を行います。相談は無料で、
事前の予約が必要です。 

　不登校・いじめ・人間関係などで心配のあるお子さんや
ご家族のための相談です。臨床心理士や保健師が相談に
応じます。事前の予約が必要です。 

相談日 
8月18日（月） 14:00～16:00 

 
安房健康福祉センター 

時　　間 相談場所 

相談日 
8月29日(金) 14:00～16:00 

 
安房健康福祉センター 

時　　間 相談場所 

　女性のための健康相談 

思 春 期 専 門 相 談  

実施日 時　間 場　所 定　員 
1 
2  
3 
4 
5 
6

8月27日（水） 
9月25日（木） 
10月31日（金） 
11月18日（火） 
12月16日（火） 
1月28日（水） 

申込期限　8月15日（金）　※参加を希望される場合は、事前の申し込みが必要です。 

10：00 
　 

13：30

三芳保健福祉 
センター 

12人 

持ち物 

エプロン 
三角巾（てぬぐい） 
材料費300円 
（毎回かかります） 

〜 



社会福祉協議会から　　　　　　　申込および問い合わせ　TEL 44－3577
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南房総市職員･三芳水道企業団職員･安房郡市広域市町村圏事務組合職員（消防職）募集
南房総市・三芳水道企業団・安房郡市広域市町村圏事務組合では、平成21年度採用予定の職員採用試験を行います。
受付期間 8月4日（月）から8月15日（金）まで　※郵送の場合は、8月15日(金)消印有効
試 験 日 第1次試験　9月21日(日) 第2次試験　11月予定
申込書などの請求先

案内書、申込書は南房総市総務課、各支所地域市民福祉課、三芳水道企業団総務係および安房郡市消
防本部総務課で配布しています。また、市のホームページからダウンロードもできます。

紙おむつの配布 高齢者介護用品支給事業
支給対象者 市内に居住し在宅で、要介護認定3・4・5

の人、身体障害者手帳1・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
の人です。

支給品目 テープ式・フラットタイプ・尿とりパット
申込期限 8月22日(金) 給付月 9月･12月･3月

支給対象者 要介護4・5と認定され、前年度市民税非課税世帯
に属する在宅の高齢者または介護者が対象です｡

支給品目 紙おむつ・尿とりパット・紙パンツを1回
25,000円の範囲内で現物給付します。

※ 申請時に購入希望先業者の見積書が必要になります。
申込期限 8月22日(金） 給付月 9月・12月・3月

職　種 受　　験　　資　　格 採用予定 

一般行政職 
（初級） 

保育士職 

2人 

2人 

3人 

南房総市職員 

昭和48年4月2日から平成3年4月1日までに
生まれた者。学歴は問わない。 
盧身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度 
　が1級から6級まで（医師が障害を証明した 
　場合を含む） 
盪活字印刷文の出題への対応が可能 
蘯自力により通勤ができ、介護なしに職務の遂 
　行が可能 

昭和48年4月2日から平成3年4月1日までに
生まれた者。学歴は問わない。 

昭和48年4月2日から平成元年4月1日まで
に生まれた者。保育士および幼稚園教諭の資
格を有する者または平成21年3月31日まで
に資格取得見込みの者。 

問い合わせ　総務課人事給与グループ　TEL　33－1039

原爆死没者の慰霊ならびに平和祈念の
黙とうのお願い

千倉地区道路側溝など清掃日程

広島市・長崎市から被爆63周年となる8月6日午前8時
15分、8月9日午前11時2分に原爆死没者の冥福と世界
恒久平和を祈念して黙とうのお願いがありました。
このことに賛同していただける人は、敬けんな黙とう

をお願いします。
問い合わせ 総務課　TEL 33－1021

終了後、アナログテレビをお使いの人は、そのままではテレビ放送（デジタル放送）を見ることができません。地上デジタ
ル放送を視聴するには、地上デジタル放送対応テレビに買い換える、地上デジタルチューナーを買い足す方法があります。ど
ちらもＵＨＦアンテナが必要です。なお、ＢＳアナログ放送も地上アナログ放送と同じ2011年7月24日までに終了します。
デジタル放送に関する問い合わせ
総務省地デジコールセンター（地上デジタル放送について） TEL 0570－07－0101（ナビダイヤル）
ＩＰ電話など、ナビダイヤルがつながらない場合 TEL 03－4334－1111
ＢＳデジタル放送お問い合わせセンター（ＢＳデジタル放送について） TEL 0570－01－2011（ナビダイヤル）
ＩＰ電話などがつながらない場合 TEL 045－345－4080

※　平日　午前9時から午後9時まで　土日祝　午前9時から午後6時まで
(社)デジタル放送推進協会ホームページ　http://www.dpa.or.jp/

実　施　区　域  清掃日 収集日 

※　収集班は午前8時30分から作業を開始します。草、小枝は束ねて
　土砂と区別してください。 
　　雨天などで延期の場合は区長さんを通じて連絡します。 
問い合わせ　建設部管理課　TEL　33－1102

下瀬戸（西の原･馬場･駅前･稲子沢）椎の木原･牧田 

下瀬戸（矢原・長井）･白子･川合･久保 

大貫･川戸･宇田･上瀬戸 

平舘･北千倉･南千倉･寺庭･谷津･岡瀬田 

白間津･大川･千田･平磯･川口･忽戸  

8/24 
(日) 

8/31 
(日)

8/25（月） 

8/26（火） 

8/27（水） 

9/ 1（月） 

9/ 2（火） 

2011年(平成23年)7月24日までに今までのテレビ放送(地上アナログ放送)は終了します

加齢や疾病および障害などのため、日常生活のほとんどに介護を要する人や、在宅の要介護高齢者（65歳以上）の人
に紙おむつを無料で配布（支給）します。

問い合わせ　三芳水道企業団　TEL　22－3729 
 

職　種 受　　験　　資　　格 採用予定 

一般行政職 
（初級） 2人 

三芳水道企業団職員 

 昭和48年4月2日から平成3年4月1日までに
生まれた者。学歴は問わない。 

職　種 受　　験　　資　　格 採用予定 

消防職 11人 

安房郡市広域市町村圏事務組合職員 

昭和55年4月2日から平成3年4月1日までに
生まれた者。学歴は問わない。 
盧視力　矯正視力1.0以上 
盪聴力･言語および運動機能、消防職務遂行上 
　支障がないこと 

問い合わせ　安房郡市消防本部総務課　　　　TEL22－2902 
　　　　　　安房郡市広域市町村圏事務組合　TEL22－5633



【一般書】
代表作時代小説　　平成20年度　　　　　 日本文芸家協会
酔いどれ剣客　　　　　　　　　　　　　　　　鳥羽　　亮
一朝の夢　　　　　　　　　　　　　　　　　　梶　よう子　　
おれたちの街　　　　　　　　　　　　　　　　逢坂　　剛
いまどきの思春期物語　　　　　　　　　　　　平岩　幹男
落語歳時記　　　　　　　　　　　　　　　　　畠山　健二
特命　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麻生　　幾
こんなことでよろしいか　　　　　　　　　　　佐藤　愛子
ラブコメ今昔　　　　　　　　　　　　　　　　有川　　浩
地の日天の海　　　上・下　　　　　　　　　　内田　康夫
【児童書】
うみべであそぼう　　　　　　　　　　　　なかの　ひろみ
ぼくんちのペット　　　　　　　　　　　　いもと　ようこ
翔太の夏　　　　　　　　　　　　　　　　　　那須　正幹　　
宇宙においでよ！　　　　　　　　　　　　　　野口　聡一　
巨大昆虫探検図鑑　　　　　　　　　　　　　　山口　　進　　
ばんごはんはねこざかな　　　　　　　わたなべ　ゆういち
地球環境とわたしたちの暮らし　　　　　　　　住　　明正
ミヤマ物語　　　第1部 あさの　あつこ
カボちゃんのはっぴょうかい　　　　　　　　　高山　栄子
走れ！半ズボン隊　　　　　　　　　ゾラン　ドヴェンカー
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◇8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 

勝山クリニック 

 

安房地域医療センター 

 

安房地域医療センター 

館山病院 

 

安房地域医療センター 

 

安房地域医療センター 

赤門整形外科内科 

25-5111 

 

25-5111 

04-7092-1207 

 

25-5111 

 

25-5111 

22-1122 

 

25-5111 

 

25-5111 

55-2125 

55-2138 

 

25-5111 

 

25-5111 

22-1122 

 

25-5111 

 

25-5111 

22-0008

（館山） 

 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（鋸南） 

（鋸南） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

8月　2日（土）午後 

 

8月　3日（日） 

 

 

8月　9日（土）午後 

 

8月10日（日） 

 

 

8月16日（土）午後 

 

8月17日（日） 

 

 

 

8月23日（土）午後 

 

8月24日（日） 

 

 

8月30日（土）午後 

 

8月31日（日） 

 

 

※第54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、お早めにご利用ください。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。
※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）◇

調査は、基本的に公道上から行います。やむを得ず私道路など、敷地内に立ち入る場合には市民の皆さん
からご了解をいただきお願いすることがあります。ご理解・ご協力をお願いします。
調査内容 市内の家屋について外観目視で確認し、家屋　課税台帳登録事項と照合します。

なお、新増築した家屋の固定資産税評価額の算定（家屋評価）とは異なるものです。
調査期限 12月20日まで（土･日･祝日も実施）
※　調査委託会社　朝日航洋株式会社(市発行の腕章・身分証明書携帯調査員)
問い合わせ 税務課資産税係　TEL 33－1023

金融広報中央委員会と都道府県金融広報委員会
では、これから金融を学びたいと考えている初心者を対象
にした通信講座「くらしに身近な金融講座」を開講します。
受講期間 10月から平成21年1月まで
講座概要 毎月送付されるテキストについている添削課題

を提出。4回全て提出した人に修了証書を進呈
します。

受講費用 無料　※添削課題の郵送料は受講者負担
対 象 者 日本国内在住者5000人

（応募多数の場合は抽選）
申込方法 郵便番号・住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話

番号・職業をご記入のうえ、ハガキまたはイン
ターネットでお申し込みください。

インターネットの場合
http://www.shiruporuto.jp
ハガキの場合
〒158―8700 玉川郵便局私書箱44号

「くらしに身近な金融講座」係
応募期限 8月20日（水）消印有効
問い合わせ「くらしに身近な金融講座」係

TEL  03－5200－1726
受付時間 平日　午前9時から午後5時まで
※　本通信講座にお申し込みいただいた個人情報は、講座
の実施以外に利用することはありません。
他人名義での申し込み、記載漏れがあった場合は、受講で
きません。
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家屋の照合調査にご協力ください
～固定資産税の課税客体を把握するため、現存する家屋の立地状況の確認調査を実施～

くらしに役立つ通信講座 ～くらしに身近な金融講座～


