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市政懇談会(長尾)白浜フローラルホール 19:00～ 19 金 

◇土用 
敬老会（和田地区）南三原小学校体育館 
　　　　　　　　　　　　　11:00～ 

◇皇后誕生日 
平群天神社祭礼（富山地区） 
第34回安房地区障害者スポーツ大会 
　　（館山運動公園）9:00～雨天中止 
第5回市民環境大学（千倉保健センター） 
　　　　　　　　　　　　　13:30～15:00

富山ふせひめ体育大会　　　　　 9:00～ 
三芳地区体育祭　　　   　　　　 9:00～ 
敬老会（丸山地区） 
　丸山農業者トレーニングセンター　13:00～ 

20 土 

21 日 

◇十三夜　電信電話記念日 
市政懇談会(白浜)白浜フローラルホール19:00～ 

◇原子力の日 

22 月 

23 火 

 

25 木 

26 金 

24 水 
◇霜降　国連の日 
三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）
　　　　　　　　　　　　 　10:00～11:30

27 土 
◇読書週間 
石堂地区祭礼（丸山地区） 　10:00～11:30
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◇貯蓄の日　薬と健康の週間 
市政懇談会(三芳)三芳農村環境改善センター19:00～ 

富山保健福祉センター開放（わくわく教室）13:30～15:00

市政懇談会(忽戸)千倉漁村センター18:30～ 

市県民税第3期・国民健康保険税第4期納期限 
介護保険料第4期納期限 
市政懇談会(七浦)南部漁村センター14:00～ 

◇行政相談週間 31 水 

日 日 曜 行　　　　　事 

1 月 

2 火 

3 水 

4 木 

5 金 

6 土 

◇共同募金　法の日　公証週間　土地月間 
国民健康保険税第3期納期限 
市政懇談会(八束)市役所別館　　19:00～ 

曜 行　　　　　事 

17 水 

丸本郷上地区祭礼（丸山地区） 
安馬谷八幡神社祭礼（丸山地区）～7日まで 
和田･北三原･松海中組地区合同祭礼 
　　　　　　　　 （和田地区）～7日まで 
第4回市民環境大学（千倉保健センター） 
　　　　　　　　　　　　　　13:30～15:00 
敬老会（富浦地区）富浦体育館   14:00～ 

15 月 

16 火 

28 日 

29 月 

30 火 

◇統計の日　靖国神社秋祭 18 木 

献血  三芳保健福祉センター 
　　　 10:00～11:45／13:00～15:30 
市政懇談会(富浦)市役所別館　19:00～ 

 

◇目の愛護デー 
三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）10:00～11:30 
市政懇談会(平群)富山コミュニティセンター19:00～ 

◇寒露 

◇鉄道の日 
和田地区対抗ソフトボール大会 
敬老会(白浜地区)白浜フローラルホール10:00～ 

市政懇談会(岩井)富山公民館    　19:00～ 

8 月 

7 日 

11 木 

千倉の秋まつり 
丸地区祭礼　 13:30～13:30 
白浜地区体育祭　8:30～ 
伏姫旗争奪千葉県小中学校剣道大会（富山地区） 8：50～ 

12 金 

13 土 

14 日 

八束小学校100周年記念　八束地区合同祭（富浦地区） 
おはなし会（千倉図書館）　　　　14:00～14:30

9 火 

10 水 

　   体育の日　◇40歳からの健康週間 
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実 施 日 10月19日（金）
実施場所 富山公民館　　定　　員 30人（申込制） 講　　師 薛

せつ

文恵先生
※参加を希望される場合は、事前の申し込みが必要です。10月17日（水）までに申し込みをお願いします。
なお、申込者多数の場合は先着順になりますのでご了承ください。

受付時間 午前9時50分から午前10時まで
実施時間 午前10時から午前10時30分まで

を快適に過ごすため、掃除や料理を含めた家事の基本
について改めて学んでみませんか。
申込期限 10月5日（金）

日 　 時 10月22日（月）午後2時から午後3時30分まで　
場　　所 富山保健福祉センター　
対　　象 20歳以上　　内　　容 腰痛予防について　　　
講　　師 富山国保病院　理学療法士 定　　員 30人　
申込期限 10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。

日 　 時 10月30日（火）・11月28日（水）午後2時から午後3時30分　
場　　所 富山保健福祉センター　　対　　象 20歳以上
内　　容 心と身体の関係について（講話）・身体をほぐして、心をリフレッシュ（実技）
講　　師 理学療法士・保健師　　　定　　員 30人　　　申込期限 10月25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。

日　　時 10月25日（木）午後2時から午後3時まで
場　　所 富山保健福祉センター
内　　容 仕上げみがきについて
講　　師 歯科衛生士 定　　員 30人
申込期限 10月22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。

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【10月の予防接種（集団）日程】

実施日 
10月10日(水) とみうら元気倶楽部 2歳6カ月～2歳8カ月 

場　　所 対象児 

【2歳児歯科健康診査】 受付時間　12:45～13:00

10月16日(火)
実施日 

富山保健福祉センター 
場　　所 

10月23日(火)
実施日 

白浜保健福祉センター 
場　　所 

【3歳児健康診査】受付時間　12:45～13:00 対象児　3歳4カ月～3歳6カ月

実施日 
10月24日(水) 丸山保健福祉センター 1歳6カ月～1歳8カ月 

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 
10月11日(木) 富山保健福祉センター H19.4.12～H19.7.12

場　　所 対象児 

【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。
日ごろからお子さんの体調について、注意すべき点など
あれば、その内容をよく理解している保護者のお越しを
お願いします。

リトミック教室参加者募集 10カ月から4歳までのお子さんと保護者
を対象に、リズム体操を行います。

受付時間 午前10時35分から午前10時45分まで
実施時間 午前10時45分から午前11時30分まで

ベビー科（10カ月から2歳未満まで対象） 幼　児　科（2歳から4歳まで対象）

未来っこくらぶ いきいき心身づくり教室参加者募集 

対　象 幼稚園児・小学生と保護者
定　員　16組　　申込期限　10月12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。

男性の自立教室

家族ふれあい料理教室

こころにうるおい 
教室参加者 
募集 

料理を作る楽しさを体験し、食事づくりで家族のふれあいを深めることを目的
に料理教室を行います。

団塊の世代を中心に第二の人生

実施日 

10月21日(日) 

時　　間 

10:00～14:00

場　　所 

和田地域福祉センター 

実施日 時　間 内　容 会　場 
10月9日(火) 
11月6日(火) 
12月7日(金)

13:30～15:00 
10:00～13:00 
13:30～15:00

富山保健福祉センター 
富山コミュニティセンター 
富山保健福祉センター 

掃除の基本① 
栄養について 
掃除の基本② 

1 
2 
3

※参加を希望される場合は、事前の申し込みが必要です。
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講師：福留強さん(聖徳大学教授)
午後1時10分から午後2時30分まで

「市民が主役のまちづくり」を合言葉に、生涯学習とま
ちづくりの意義、まちづくりの成功例の紹介、市民活動の
ひろがりなど、創年（中高年が自己を高め周囲のために生
かそうとする考え方）運動の意義などについて考えます。

講師：川柳つくしさん(落語家)
午後2時40分から午後4時まで

長い年月をかけ、男性演者たちの手によって練り上げられ
て来た古典落語を女性が演じる上での難しさと、女性が男性
中心の社会で生きていくコツ、人生を豊かにする落語的発想
とはどういうことかを、落語の実演も交えてお話しします。

安房地方体育指導委員連絡協議会では、歩きながら家族や仲間のコミュニケーション、健康・体力づくり、自然と
のふれあい、ふるさとの再発見を図ることを目的に鴨川オーシャンスポーツクラブと共催し、ウォークラリー大会を
開催します。
ウォークラリーとは交差点や分岐点だけを書いたコース図に従って歩き、コース中に設けられたチェックポイント
で出題される問題を解き、規定された所要時間でゴールする競技で、時間得点と課題得点の合計点で順位が決まりま
す。秋の一日、家族や友達で気持ちの良い汗を流しませんか!!

開 催 日 11月3日（土・文化の日）【雨天中止】 会　　場 鴨川市文化体育館に集合　計2コース
日　　程 9：00～10：00 集合・受付 9：10～10：30 受付順に随時スタート

10：50～12：30 ゴール 13：30 表彰式
対　　象 安房地区在住の元気で歩ける人。ただし、小学校3年生以下は保護者同伴。

車椅子の場合は、同伴者と共に参加できます。
参 加 費 1人300円（当日受付にて） 持 ち 物 昼食・飲物、タオルなど各自必要なもの
申込方法 1組3人から5人程度のグループで申し込みください（個人参加の場合、当日、どこかのグループに入っていた

だきます）氏名・年齢・住所・連絡先を各公民館にある所定の申込用紙または電話などで申し込みください。
申込期限 10月15日（月）（期限厳守）
※悪天候の時、態度決定を午前7時に行います。確認は、生涯学習課スポーツ係または安房スポレク祭事務局：鴨川
市教育委員会スポーツ振興課（TEL04－7093－5111）まで
申込および問い合わせ 生涯学習課　TEL 46－2964 FAX 46－4059

安房スポレク祭(鴨川ウォークラリー大会)参加者募集

※託児を(2歳以上就学前)希望される場合は、11月7日(水)までに申し込みください。
申込および問い合わせ ちば県民共生センター TEL 043－252－8036 企画政策課　TEL 33－1001

「男女がともに人として人間らしく、差別意識や偏見をもたない生き生きと輝いて暮らせる
社会」の実現が求められています。このセミナーでは、男女の性別にかかわりなく、能力や個
性に応じて、その人らしい生き方や男女のパートナーシップのあり方について考えます。
日　時 10月24日（水）午後1時30分から午後3時30分まで
会　場 君津市地域情報センター（君津市中央図書館 2階）君津市久保2－13－13
定　員 100人（先着順）
主　催 千葉県男女共同参画地域推進員（南房総地域）ちば県民共生センター
内　容 基調講演とパネルディスカッション

講　師・コーディネーター：田村悦智子さん（モントリオールオリンピックバレーボール選手）
パネラー：金子たつみ（女性消防団員） 佐久間秀子（元小学校長） 平野貴之（看護師）

※託児（2歳以上就学前）を希望される場合は、10月17日（水）までに申し込みください。

人
～私らしく、
あなたらしく～

このセミナーでは、性別にとらわれることなく、自分らしさを大切にした生き方の可能性に
ついて考えるとともに、女性と男性がお互いに良きパートナーとして生き生きと暮らせる男女
共同参画社会の大切さについて考えます。
日　時 11月14日(水) 午後1時から午後4時まで
会　場 館山市コミュニティセンター 1階 第1集会室　
定　員 100人（先着順）～男も女も共に

輝く社会～

講演
笊

講演
笆

『元気なまちは男女が元気！』 『私が選んだ女性落語家への道』

笑顔で
つくんべーよ！

「男女共同参画セミナー」

「地域セミナー」
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10月11日（木）から10月17日（水）までは、違反
建築防止週間です。
安心して暮らすためには、建築物が安全であること

がとても大切です。建築基準法は、生命･健康･財産を
保護するため、地震や火災などに対する安全性に関す
る基準を定めています。この基準は、建築物を建てる
場合には必ず守らなければなりません。
この違反建築防止週間をきっかけに、あなたの所有

する建築物について建築基準法に適合しているかどう
か建築士と相談するなど点検を心掛けましょう。
なお、この週間には一斉公開建築パトロールが実施

されます。
問い合わせ 建設部管理課　TEL 33－1102

平成19年1月から6月までの間に介護保険サービスを
利用した人に対し9月中に「介護保険給付費通知」を
送付します。
この通知書は、介護費用の適正化のため、利用した

サービスの内容（サービス事業所名、サービスの種類、
回数、保険給付額、利用者負担額など）をお知らせす
るものです。
なお、通知書が届いたことにより特に手続きを行う

必要はありません。「介護保険給付費通知」は、年に2
回（9月と3月）送付する予定です（毎月送付するもの
ではありません）。
問い合わせ 高齢者福祉課　TEL 36－1154

●ねこの飼い主の皆さんへ
ねこの屋外飼育は、近所の庭に糞尿をして迷惑をか

けたり、ほかのねこから病気の感染を受けたりします。
交通事故などの不慮の事故にもつながりますので「屋
内飼育」に努めましょう。
また、子猫が生まれたら困る場合
や生まれても育てられない人は、
不妊去勢の手術を受けるようにし
てください。
●犬のしつけ方教室
犬同伴によるしつけ方教室を開催します。
日　　時 11月11日（日）

午後1時（受付） 午後1時30分（開始）
場　　所 丸山支所駐車場内
募集人数 20組程度（定員になり次第締め切ります）
受 講 料 一　　般　3,500円

賛助会員　3,000円（当日加入者）
2,500円（継続加入者）

※賛助会員とは(財)千葉県動物保護管理協会の会員です。
講座内容　犬同伴による実技指導（2時間程度）
（リーダーウォーク、ホールドスチール、トイレのしつけ）
同伴犬の参加条件
・畜犬登録・当年度の狂犬病予防注射済みの犬であること
・混合ワクチン接種済みの健康な犬であること
・飼い主が制御できる犬であること
・受講当日、朝食・昼食・おやつを食べていない犬で
あること
用意するもの　
・首輪またはチョークチェーン、リード（引き綱）
・ごほうび用の餌（飼い犬の好物で少量ずつ与えられ
るもの）
・ごほうび用の餌を入れておくウエストポーチなど
必要に応じて用意するもの　
・皮手袋（かみ癖のある犬など）

違反建築防止週間
～完了検査受けていますか～

介護保険の給付費通知

一般の狩猟において一部禁止猟法とされたくくりわ
なについて、千葉県自然保護課から有害鳥獣捕獲に関
して、くくりわなの輪の直径は、12㎝の規制緩和を認
める通知がありました。ただし、狩猟期間中は12㎝を
超えるくくりわなについては、使用自粛となります。

南房総市有害鳥獣対策協議会
問い合わせ 農林水産課　TEL 33－1078

有害鳥獣捕獲などにおける禁止猟法（くくりわな）

千葉県さくらの会による桜苗木の有償配布について申し
込み受け付けを次のとおり行いますのでお知らせします。
品種および単価
染井吉野　315円／本・河津桜　378円／本　ほか
苗木規格 1年生　高さ1.2～1.5ｍ
配布時期 平成20年2月初旬
申込期限 10月22日（月）
※送料、そのほかの品種について
は問い合わせください。
申込および問い合わせ
農林水産課　TEL 33－1079

平成19年度桜苗木の有償配布

今、男女が対等なパートナーとしてあらゆる分野に
参画し、お互いに尊重し、責任を分かち合うことので
きる社会（男女共同参画社会）の実現が求められてい
ます。
このたび男女共同参画を推進するための基礎資料と

するため、市民意識調査を実施します。
調査は、市内在住の20歳以上の男女1,200人を無作

為に抽出し、郵送で実施します。調査票が届きました
ら、回答の上、同封の返信用封筒にて返信してくださ
い。男女共同参画推進のため必要な調査ですのでご協
力をお願いします。
※調査結果は、広報紙および市ホームページでお知ら
せします。
問い合わせ 企画政策課 TEL 33－1001

男女共同参画市民意識調査

安房健康福祉センターから
申込および問い合わせ

健康生活支援課　TEL 22－4511
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景観って何でしょう？
良好な景観は、そこに住んでいる人々

に快適さや潤い、ゆとりをもたらし、ま
た、訪れる人にとっても魅力的なもので
す。この機会に身近な景観について考え
てみませんか？入場は無料です。
日　　時 10月21日（日）午後1時30分　開場

午後4時　　　閉会
会　　場 安房合同庁舎3階大会議室
基調講演 「良好な景観形成に向けた取り組み事例の紹介」
講　師 千葉大学工学部都市環境システム学科

准教授　　宮脇　　勝さん
申込方法
①会場名　②参加団体名・参加者氏名　③参加人数
④申込者の電話番号を書いて開催日の3日前までに、
はがき、ＦＡＸまたはメールで送付してください。

申込および問い合わせ
〒260－8667 千葉県公園緑地課　景観づくり推進室
TEL 043－223－3279 FAX 043－222－6447
Mail：keikan2＠mz.pref.chiba.lg.jp

景観まちづくりセミナー開催～景観って何だろう？～
景観は地域の財産です！

趣味や関心、経験などを生かし、身近なことから地
域貢献をしている人による講演と活動団体の発表をと
おして、自らの関心や趣味を生かした地域活動につい
て考えます。
日　　　時 10月21日（日）午後1時30分
会　　　場 木更津市民会館　小ホール

木更津市貝渕2－13－40
定　　　員 100人
内　　　容 講演　　國生美南子

（ＮＰＯ法人たすけあいの会ふきのとう副代表）
活動団体発表
ＮＰＯ法人こだま
ＮＰＯ法人子ども館ゆめのたまご

問い合わせ 千葉県環境生活部ＮＰＯ活動推進課
TEL 043－223－4147

県民ＮＰＯ講座
楽しい仲間と地域づくり応援講座

【一般書】
反転　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　森一
子どもの心の発達がわかる本　　　　　　小西　行郎
子どもを伸ばす手仕事・力仕事　　　　　辰巳　渚
うまみたっぷり簡単！漬け物おかず　　　宮城　恵美子
やってられない月曜日　　　　　　　　　柴田　よしき
湿地帯　　　　　　　　　　　　　　　　宮尾　登美子
いつか陽のあたる場所で　　　　　　　　乃南　アサ
狸穴あいあい坂　　　　　　　　　　　　諸田　玲子
果ての花火　　　　　　　　　　　　　　松井　今朝子
あなたの呼吸が止まるまで　　　　　　　島本　理生
【児童書】
月のうさぎ　　　　　　　　　　　　　　瀬戸内　寂聴
ババールのたんじょうパーティー　　ロラン ド ブリュノフ
だいすき、ママ！　　　　　　　　マーガレット　ワイルド
不肖・宮嶋メディアのウソ、教えたる！　宮嶋　茂樹
恐竜化石のひみつ　　　　　　　　　　　金子　隆一
にんタマ、ドクたまドクロ城にしのびこめ！尼子　騒兵衛
あるひあひるがあるいていると　　　　　二宮　由紀子
はれときどきアハハ　　　　　　　　　　矢玉　四郎
はたらきもののナマケモノ　　　　　　　斉藤　洋
サムデイ　　　　　　　　　　　　　　　岡田　なおこ

※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他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）◇

12月4日（火）から10日（月）までは「人権週間」です。
人権について考え、理解を深めてもらえるよう「ちば

ハートフル・ヒューマンフェスタ2007」を開催します。
日　　時 12月5日（水）

午後1時30分から午後4時40分まで
（12時30分開場）

会　　場 千葉県文化会館（千葉市中央区市場町11－2）
※ＪＲ内房線「本千葉駅」から徒歩10分

内　　容 ◎講　演「笑いは平等～泣き笑い人生60年～」
講　　師 西川きよしさん（タレント）

◎英語で歌う童謡コンサート
グレッグ・アーウィンさん（童謡歌手）

定　　員 1,400人（申込多数の場合抽選）※入場無料
申込方法 往復はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番

号、入場希望人数（1通につき2人まで）、託児
サービス・手話通訳・要約筆記希望の有無、
返信用あて先を書いて郵送

応募期間 10月5日（金）から11月9日（金）まで
申込および問い合わせ ※期間内必着
〒260－0855 千葉県庁内郵便局留
ちばハートフル・ヒューマンフェスタ事務局
（県健康福祉政策課内）
TEL043－223－2348 FAX043－222－9023

「ちばハートフル・ヒューマンフェスタ2007」

千葉県のタクシー全面禁煙 11/1（木）～

千葉県のタクシー協会並びに千葉県個人タクシー協

会は、タクシー車内の喫煙に関わる「健康

被害の防止」と「快適性の向上」を図る目

的から全車両の禁煙化を実施します。

問い合わせ 館山地区タクシー運営協議会

TEL 22－1131



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

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

三芳農村環境改善センター 
白浜支所 
とみうら元気倶楽部 
丸山保健福祉センター 

行政相談 

  9日(火) 
10日(水) 
12日(金) 
15日(月) 
17日(水) 
19日(金) 
〃 

24日(水)

  9日(火) 
12日(金) 
17日(水) 
18日(木) 
19日(金) 
〃 

24日(水)

各 種 無 料 相 談 

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

9日(火) 
11日(木) 
12日(金) 
19日(金)

人権相談　10:00～15:00

13:30～15:30 
13:30～15:30 
9:30～11:30 
9:30～11:30 
13:30～15:30 
9:30～11:30

和田地域福祉センター 
千倉保健センター 
丸山保健福祉センター 
とみうら元気倶楽部 
富山保健福祉センター 
白浜保健福祉センター 

育児相談 

9日(火) 
15日(月) 
16日(火) 
17日(水) 
〃 

22日(月)

10:00～12:00 ちくら介護予防センター 

結婚相談 

5日(金)

※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
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安房医師会病院 

 

安房医師会病院　 

小林病院　　　　 

東条病院　　　　 

 

安房医師会病院　 

鋸南病院　　　　 

 

安房医師会病院　 

 

安房医師会病院　 

館山病院　　　　 

白浜中央医院　　 

 

安房医師会病院　 

 

安房医師会病院　 

鴨川市立国保病院 

 

安房医師会病院　 

 

安房医師会病院　 

館山病院 

25－5111 

 

25－5111 

27－3811 

04－7092－1207 

 

25－5111 

55－2125 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

38－2751 

 

25－5111 

 

25－5111 

04－7097－1221 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

（鋸南） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

（白浜） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

◇10月の救急当番医◇ 

10月　6日（土）午後 

 

10月　7日（日） 

 

 

 

10月　8日（月） 

 

 

10月13日（土）午後 

 

10月14日（日） 

 

 

 

10月20日（土）午後 

 

10月21日（日） 

 

 

10月27日（土）午後 

 

10月28日（日） 

 

 

 

10月1日「法の日」にちなんで、無料法律相談を実
施します。
日　　時 10月3日（水）午前10時から正午まで

午後1時から午後3時まで
場　　所 菜の花ホール(館山市北条)TEL24－1515
問い合わせ 千葉司法書士会　TEL 043－246－2666

日　　時 10月5日（金）午前10時から午後4時まで
（1相談30分程度・先着10組まで）

場　　所 千葉地方法務局館山支局　2階相談室
（館山市北条2169―1）

相談内容 公正証書などの作成
（遺言・契約・会社の定款・私文書の認定）
に関する事項

相 談 員 公証人　富田隆夫　TEL 22－5528
予約および問い合わせ
千葉地方法務局館山支局　　TEL 22－0620

千葉司法書士会無料法律相談

公証人特別相談

目の健康に関する相談に千葉県眼科医会会員がお答
えします。事前の申し込みは不要です。
日　　　時 10月8日（月・祝）午前9時から午後5時まで
相談電話番号 043―242―4271
問い合わせ 千葉県眼科医会事務局

TEL 043―275―2354

「目の愛護デー」電話無料相談

今月は女性医師が相談に応じます。相談は無料で、
事前の予約が必要です。
日　　時 10月15日（月）午後2時から午後4まで
場　　所 安房健康福祉センター
予約および問い合わせ
安房健康福祉センター　　TEL 22－4511

女性のための健康相談


