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日 曜 行　　　　　事 

1 木 

2 金 

3 土 

5 月 

6 火 

8 木 

11 日 

市政懇談会(朝夷)千倉公民館　18:30～ 

◇灯台記念日　計量記念日 

　　文化の日 
南三原地区運動会（和田地区）南三原小 
　　　　　　　　　　　　　　  9:00～ 
文化祭（富山公民館）　　　　  9:00～15:30 
文化祭(三芳農村環境改善センター） 
　　　　　　　　　　　　　　  9:00～16:00 
文化祭（白浜フローラルホール） 
　　　　　　　　　　　　　　  9:00～16:00 
文化祭（丸山公民館・丸山児童体育館）  
　　　　　　　　　　　　　　  9:00～16:00 
千倉弓道大会(千倉社会福祉センター) 
　　　　　　　　　　　　　　  9:00～16:00 
第6回市民環境大学(千倉保健センター) 
　　　　　　　　　　　　　　13:30～15:00 
市政懇談会(健田)千倉保健センター 
　　　　　　　　　　　　　　19:00～ 

19 月 

◇七五三 
市政懇談会(和田)和田コミュニティセンター 
　　　　　　　　　　　　　　19:00～ 

文化祭（富浦体育館）　   　     9:00～15:00 
文化祭（千倉公民館）　   　     9:00～15:30 
第2回南房総市軽スポーツ大会 
　千倉総合運動公園　 　  　13:30～ 

富山保健福祉センター開放（わくわく教室） 
　　　　　　　　　　　　　　10:00～11:30 
国民健康保険税第5期納期限 

南房総市青少年のつどい大会 
　富山ふれあいスポーツセンター  
　　　　　　　　　　　　　　  9：00～12：00

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(北三原)北三原小体育館 19:00～ 

　　 勤労感謝の日　◇小雪　二の酉 
北三原地区さわやかスポーツ大会 
　（和田地区）北三原小　　　9：00～ 
新穀感謝祭・庖丁式奉納(高家神社)千倉地区 

◇市教育の日 
文化祭（千倉公民館）　   　     9:00～17:00 
敬老会（千倉地区）健田小体育館 13:00～ 
教育の日講演会ほか(丸山中学校) 
　　　　　　　　　　　　　　13:45～15:40 
第7回市民環境大学・閉講式 
　(千倉保健センター)　　　13:30～16:00

12 月 

20 火 

22 木 

23 金 

21 水 

 

24 土 

25 日 

26 月 

27 火 

29 木 

28 水 

 

金 30

献血（富山支所）                 10:00～11:1513 火 

17 土 

18 日 

14 水 

15 木 

16 金 

おはなし会（千倉図書館）       14:00～14:30

◇秋季全国火災予防運動～15日 
献血(市役所) 10:00～11:45／13:00～15:30

◇一の酉　世界平和記念日　税を考える週間 
芸能大会（千倉公民館）　    10:00～15:30 
犬のしつけ方教室(丸山支所)  13:00～15:30

◇立冬 
市政懇談会(丸)丸山農業者トレーニングセンター　
　　　　　　　　　　　　　　19:00～ 

4 日 

ふるさと美化運動（和田地区） 
文化祭（三芳農村環境改善センター） 
　　　　　　　　　　　　　　  9:00～15:30 
文化祭（白浜フローラルホール） 
　　　　　　　　　　　　　　  9:00～15:30 
文化祭（丸山公民館・丸山児童体育館） 
　　　　　　　　　　　　　　  9:00～15:00 
千倉将棋大会(千倉社会福祉センター) 
　　　　　　　　　　　　　　  9:00～15:00

7 水 
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(千歳･豊田)丸山公民館 　    
　　　　　　　　　　　　　　19:00～ 

9 金 

10 土 

市政懇談会(南三原)和田地域福祉センター  
　　　　　　　　　　　　　　19:00～ 

日 曜 行　　　　　事 



いきいき心身づくり教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 

いきいき心身づくり教室 

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。 
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実 施 日 11月16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。11月14日（水）までに申し込みください。
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45分まで

日 　 時 11月30日（金）
午後2時から

午後3時30分まで
対　　象 20歳以上
内　　容 生活習慣病を吹き飛ばそう

～今日からできる運動～　　
講　　師 健康運動指導士
定　　員 30人　　
申込期限 11月28日（水）

日 　 時 11月28日（水）
午後2時から午後3時30分まで

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 11月26日（月）

日　　時 11月26日（月）
午後2時から

午後3時まで
内　　容 お弁当を作ろう！（幼児編）
講　　師 管理栄養士
定　　員 30人
申込期限
11月21日（水）

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【11月の予防接種（集団）日程】

実施日 

11月7日（水） 和田地域福祉センター 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

11月14日（水） 
実施日 

丸山保健福祉センター 
場　　所 

3歳4カ月～3歳6カ月 

対象児 

【3歳児健康診査】受付時間　12:45～13:00

実施日 
11月16日（金） 三芳保健福祉センター ～H19.8.16

場　　所 対象児 

【股関節検診】 受付時間　13:00～13:15
実施日 

11月27日（火） 
11月28日（水） 

千倉保健センター 
とみうら元気倶楽部 

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 
11月6日（火） 千倉保健センター  H19.5.7～H19.8.7

場　　所 対象児 

【ＢＣＧ】 受付時間　13:15～13:30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 

いきいき心身づくり教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 

いきいき心身づくり教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 

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50分から午前11時まで
実施時間 午前11時から午前11時30分まで

皆さんの健康増進および保健衛生の向上のため、入浴施設の
開放を行っています。これを機会にぜひご利用ください。
開 放 日 毎週　月・水・金曜日（祝日は休み）

午前10時から午後3時30分まで
（受付時間は3時まで）

場 　 所 三芳保健福祉センター（三芳分庁舎）
利 用 料 市内在住70歳以上　無料

市外在住者･市内在住70歳未満　200円
※タオル・石鹸・シャンプーは各自でお持ちください。

問い合わせ 高齢者福祉課　TEL 36－1154

支給対象者は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・

パンツタイプ
申込期限 11月9日（金）
※平成19年4月以降に申し込みされた人は、再度申し込み
の必要はありません。

給 付 月 12月・平成20年3月
申込および問い合わせ 社会福祉協議会　TEL 44－3577

ベビー科（10カ月から2歳未満まで）幼　児　科（2歳から4歳まで）

いきいき心身づくり教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 

いきいき心身づくり教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 未来っこくらぶ いきいき心身づくり教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 

いきいき心身づくり教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 

いきいき心身づくり教室 

いきいき心身づくり教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 

いきいき心身づくり教室 

こころにうるおい教室 

未来っこくらぶ 

こころにうるおい教室 

入浴施設（三芳保健福祉センター）開放 紙 お む つ の 給 付



家族の日・家族の週間 ～本年度からスタート～
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市では、市営住宅3戸の入居者を募集します。
入居を希望される人は、建設部管理課備え付けの

「市営住宅入居申込書」により申し込みください。
入居募集する住宅
◎北浜さざなみＡ団地（富浦） 木造平屋建て2ＤＫ
（増築部分あり） 家賃7,000円～　
◎南三原団地（和田）中層3階建て3ＤＫ　2戸
家賃17,700円～
募 集 期 間 11月1日（木）から20日（火）まで
申 込 資 格
・現在、住宅に困っている人
・税金などの滞納がない人
・入居時の収入が基準額以内の人
・原則として市内に住所または勤務地がある人
家 　 　 賃 入居時の収入により決まります。
問い合わせ 建設部管理課　TEL 33－1102

市営住宅入居者募集

「大徳川展」では、「将軍の威光」「格式の美」「姫君
のみやび」という3つのテーマ構成で、徳川ゆかりの作
品や太平の世に開花した近代美術・工芸の粋をご覧いた
だけます。受け付け開始は11月5日（月）からです。
実　施　日 12月1日（土）
日　　　程 7：50 千倉保健センター集合

千倉発8：00－東京上野着11：00－
昼食（11：00～12：40）フリータイム－
東京国立博物館入口集合12：50
「大徳川展見学」13：00～15：20－
東京国立博物館出口集合15：30発－
千倉着予定18：00頃

参　加　費 1人4,000円　（バス代・観覧料など）
※ 原則申込時納付

定　　　員 40人（先着順）
申込および問い合わせ

千倉公民館　TEL 44－3121

少子化の急速な進行に対応するためには、国民が望む、安心して結婚し、子どもを産み育
てることができる社会を築くことが重要であるとの認識のもと、国において、子どもを育む
家族の大切さやその価値を認識するため、長期的な視点に立った社会の意識改革のための
「家族・地域のきずなを再生する国民運動」が決定されました。
その中で、家族・地域のきずなの重要性について集中的に訴えかけるため「家族の日」お

よび「家族の週間」が定められました。
「家族の日」 11月18日（日） 「家族の週間」11月11日（日）から11月24日（土）まで
問い合わせ 子育て支援課　TEL 36－1153

「大徳川展」見学ツアー参加者募集
～全徳川家の至宝を一堂に公開～

市では、木造住宅の耐震化促進の一環として、住まい
の耐震相談会を開催します。大規模な地震発生の可能性
が指摘されている中、この機会を利用して、住まいの
耐震性について考えてみませんか。
ご来場をお待ちしています。

日　　　時 11月4日（日）午後1時から午後5時まで
場　　　所 千倉公民館　2階視聴覚室
※費用は無料です。相談は予約制となりますので事
前に申し込んでください。相談時に自宅の写真や
図面などをお持ちください。

申込および問い合わせ
建設部管理課　TEL 33－1102

わが家の耐震相談会　～地震に備え、わが家の耐震を～

国民健康保険税が、あなたの安心と信頼の医療を支
えています。
○保険税は納期限までに納めましょう。
○お支払いは口座振替が便利です。
保険税を滞納すると
・納期限を過ぎると
①督促が行われ、督促手数料・延滞金などが加算さ
れます。
②本来の保険証より有効期限の短い短期保険証に変
わり、頻繁に更新が必要になります。

・納期限から一年を過ぎると
①保険証を返してもらい、代わりに被保険者資格証
明書が交付されます。
②被保険者資格証明書が交付された人が、医療機関
で受診すると、いったん全額自己負担となります。

・納期限から1年6カ月を過ぎると
国保の給付（高額療養費、葬祭費、出産育児一時
金など）が全部、または一部差し止められ、滞納
している保険税に充てられることもあります。

問い合わせ 市民課　TEL 33－1051
収納課　TEL 33－1024

11月は「ちば国保月間」

最近、イノシシなどの有害鳥獣が多く出没しています。
しかし、これら有害鳥獣を捕獲するための「わな」「檻」
（法定猟具）を年間通して設置するには、わな免許を取
得し、県の許可が必要です。無免許で設置すると罰則規
定がありますのでご注意ください。
また、11月15日から平成20年2月15日まで狩猟が

解禁となります。他の地域からハンターの入山が予想
されますので野外で活動される場合はご注意ください。
問い合わせ 南房総市有害鳥獣対策協議会

農林水産課　TEL 33－1078

有害鳥獣対策～わなの設置には狩猟免許が必要です～
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11月12日から11月25日までは、「女性に対する暴力
をなくす運動」の期間です。
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セク

シュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性
に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するもので
あり、決して許されるものではありません。
この期間には、全国各地で女性に対する暴力に関連

した、さまざまなイベントや研修会が開かれます。こ
の運動期間をきっかけに、女性に対する暴力について
考え、暴力のない社会づくりをすすめましょう。
問い合わせ 企画政策課　TEL 33－1001

地域住民に対する心の健康づくりおよび精神障害に
対する正しい知識の普及、啓発を目的として「心の健
康のつどい」が開催されます。
日　　時 11月4日（日）午後1時　開会

午後4時　閉会
※午前11時から相談コーナーなど、
正午からアトラクションや南米民族音楽　
～ビエントインカイコ～を行います。

開　　場 南総文化ホール
内　　容 講　演／「豊かな人生のために」

講　師／淑徳大学教授 総合福祉学部　
丸山　晋　医師

パネルディスカッション
「心のキャンバスに何を描こう」
パネリスト　当事者ほか　丸山医師

問い合わせ
安房健康福祉センター　TEL 22－4511

保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努
力義務などを定めた、配偶者暴力防止法の一部改正法が、
平成19年通常国会で成立し、7月11日に公布されました。
改正の主な内容
1．保護命令制度の拡充
（1）生命または身体に対する脅迫を受けた被害者

に係る保護命令
（2）電話などを禁止する保護命令
①面会の要求
②行動の監視に関する事項を告げることなど
③著しく粗野・乱暴な言動
④無言電話、連続しての電話・ファクス・電子
メール（緊急やむを得ない場合を除く）
⑤夜間（午後10時から午前6時まで）の電話・ファ
クス・電子メール（緊急やむを得ない場合を除く）
⑥汚物・動物の死体などの著しく不快または嫌
悪の情を催させる物の送付など
⑦名誉を害する事項を告げることなど
⑧性的羞恥心

しゅうちしん

を害する事項を告げることなどまた
は性的羞恥心を害する文書・図画の送付など

（3）被害者の親族等への接近禁止命令
2．市町村基本計画の策定の努力義務など
※内閣府では配偶者からの暴力被害者支援情報サイト
を開設しています。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.htm

問い合わせ 企画政策課　TEL 33－1001

女性に対する暴力をなくす運動 安房地域心の健康のつどい

子どもを虐待から守りましょう。
日　　時 11月18日（日) 午後1時から午後4時まで
場　　所 富津市役所1階大会議室　　
内　　容藺｢子ども虐待防止のために、地域で何ができ

るか」と題するシンポジウム（コーディネー
ター児童養護施設｢野の花の家｣施設長花崎み
さをさん。シンポジスト富津市主任児童委員
鳥飼登美子さん、中核地域支援センター君津
ふくしネット佐野　毅さん、君津児童相談所
児玉　亮さん）
藺｢響の社バンド人力車｣によるコンサート

申込期限 11月14日（水）
※｢フォーラム参加希望｣と参加者の郵便番号、
住所・氏名(ふりがな)、電話番号、託児サー
ビス利用の有無（年齢と人数）を明記のうえ、
君津児童相談所へはがきまたはファクスで。

定　　員 150人　(先着順)
申込および問い合わせ
君津児童相談所　君津市中野4－18－9
TEL 0439―55―3100 FAX 0439―55―3103

配偶者暴力防止法の改正
～配偶者暴力防止法（ＤＶ防止法）が

平成20年1月11日から変わります～

子どもの人権を守り、
子ども虐待防止を考えるフォーラムｉｎ富津

～11月は児童虐待防止推進月間～

安房地域の住民の皆さんには、日ごろから安房医師会病院の救急体制に関しまして、ご理解・ご支援を
いただき、ありがとうございます。安房医師会病院の現状について、わずかな明かりが見えてきました。
具体的には、看護師不足により昨年10月1日から閉鎖されておりました4階病棟51床の内、10床を8月6日
に再開しました。一日も早い再開を目指し、働きやすい環境の整備が看護師確保となり病棟再開に結びつ
いたと思います。また、一緒に働いてくださる看護師さんを心からお待ちしています。救急体制は、夜間

の22時から翌朝8時30分までの時間帯のみ1人体制で、それ以外の時間帯は、通常通り、外科系と内科系の医師の2人体制で
行っています。いまだ厳しい状況ですが、安房の地域医療に貢献するためにも日曜日から金曜日の夜間帯の医師2人体制を
回復するため、これからも医師確保に努力していきます。安房地域の住民の皆さんには、多大なご心配をおかけしています
が、安房地域の中核病院として存続させるための手立てを各方面に要請し、取り組んでいきます。今後も随時、皆さんに情
報を提供していきますので、ご理解とご協力をお願いします。

安房医師会　　　会長　　宮川　準
問い合わせ 安房医師会病院　TEL 25－5032 安房医師会病院　院長　　上村公平

安安房房医医師師会会病病院院
のの現現状状
安房医師会病院
の現状
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人間は、だれでも「幸福な生活を送る権利」を持っています。これが人権といわれるもので、人間が人間らし
く生きるためになくてはならない権利です。
法務省と全国人権擁護委員連合会は、この大切な権利を守るために努力していますが、特に毎年12月4日から

10日までの1週間を「人権週間」として、特設人権相談など各種の行事を行っています。

「 第59回　人　権　週　間　」12月4日から12月10日まで

千葉県警察では、犯罪や交通事故の被害にあった被害者や遺族・家族に対し、各種相談窓口を設置しています。

※警察署でも各種相談を行っています。最寄りの警察署、交番、駐在所に問い合わせください。

被害者の精神的なショックや苦痛を少しでも和らげることを目的に、カウンセリングを行っています。
～千葉県警察犯罪被害カウンセラーチーム（アクト）～
犯罪の被害者や家族の受けた心の傷に対し、精神的なケアを行うチームです。ひとりで悩まず、事件を担当し
た警察官に「アクトの人をお願いします」と声をかけてください。
問い合わせ 館山警察署　警務課　TEL 23－0110

犯罪や交通事故に遭われた人やその家族、遺族の精神的な負担などを軽減し、被害
から立ち直るために、さまざまな支援を無料で行っています。
受 付 時 間 月～金（祝日、年末年始除く）10:00～16:00
問い合わせ （社）千葉犯罪被害者支援センター　TEL 043－221－3010

ホームページ　http://www.chibacvs.gr.jp

「特設人権相談所」開設 午前10時から午後3時まで

相 談 内 容 いじめ、親子･夫婦･扶養･相続などの家
庭問題、差別・いやがらせなど、人権上
の問題や悩みごとなど

相　談　員 人権擁護委員・法務局職員

「常設人権相談所」開設
日　　　時 12月　5日（水）12日（水）

19日（水）26日（水）
午前10時から午後4時まで

場　　　所 法務局館山支局　人権相談所
相　談　員 人権擁護委員
「街頭啓発」
日　　　時 12月3日（月） 午前10時30分
場　　　所 おどや丸山店・おどや鋸南店
内　　　容 人権擁護委員による、パンフレット・

啓発物品の配布
問い合わせ 市民課　TEL 33－1051

通り魔殺人などの故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族や、身体に重大な負傷または疾病を受
けた被害者および障害が残ることとなった被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が一定の給付金を
支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。
※犯罪による被害でも・・・
漓親族間犯罪や被害者にも原因がある場合には、給付金の全部また
は一部が支給されないことがある。
滷労災保険などの公的補償を受ける場合や損害補償を受けたとき
は、その額と給付金とが調整される。
などの制限が定められているほか、申請できる期間が定められて

います。
問い合わせ 千葉県警察本部犯罪被害者対策室　TEL 043－227－9131（代表）内線2666・2668

犯 罪 被 害 給 付 制 度

相　談　日 

12月 4日（火） 

12月 5日（水） 

12月 6日（木） 

12月 7日（金） 

12月10日（月） 

12月18日（火） 

南房総市白浜支所 

館山市　菜の花ホール 

南房総市丸山保健福祉センター 

鋸南町ボランティアセンター 

南房総市とみうら元気倶楽部 

鴨川市役所 

場　　　　所 

給付金には
◯遺族給付金……亡くなった場合
◯障害給付金……障害が残った場合
◯重傷病給付金…重大な負傷または疾病にか
かった場合（療養期間が1カ月を超え、かつ、
一定の要件を満たす場合）の3種類があり、
いずれも一時金として支払えるものです。

TEL 043－227－9110 平日8:30～17:15（各種犯罪や事故被害者相談など）
TEL 043－223－0110 平日8:30～17:00（女性被害者の困りごとや悩みごとなど）
TEL 0120－048224 24時間（電車・駅構内の痴漢被害者の届出や相談など）
TEL 0120－089354 TEL 043－254－8930
平日9:00～17:00（暴力団による被害の相談など）
TEL 0120－783497 平日8:30～17:00（少年に関する非行、家庭内暴力など）

相談サポートコーナー

女 性 被 害 1 1 0 番

女性相談所(痴漢など)

暴 力 団 相 談
((財)暴力団追放県民会議)

少年センター(ヤング･テレホン)

《カウンセリング制度》

ひとりで
悩まないで…

事件や事故に遭われた人のための相談窓口



【一般書】
電子レンジで1600kcalのリセットレシピ 村上　祥子
池上彰の「世界がわかる！」国際ニュースななめ読み

池上　彰
女衒の供養　　　　　　　　　　　　　　沢田　ふじ子
夕映え　　　　　　　　　　　　　　　　宇江佐　真理
幸菌スプレー　　　　　　　　　　　　　室井　滋
月明かり　　　　　　　　　　　　　　　北原　亜以子
つばさよつばさ　　　　　　　　　　　　浅田　次郎
半次捕物控　髻塚不首尾一件始末　　　　佐藤　雅美
きもの便利帖　　　　　　　　　　　　　君野　倫子
和のおかず　　　　　　　　　　　　　おいしい和食の会
【児童書】
わにわにのおでかけ　　　　　　　　　　小風　さち
青い鳥　　　　　　　　　　　　　　　　メーテルリンク
とおいまちのこ　　　　　　　　　　　　たかどの　ほうこ
パンやのろくちゃん　うんとね　　　　　長谷川　義史
よーいどんで名探偵　　　　　　　　　　杉山　亮
1ねん1くみ1ばんくいしんぼう　　　　　後藤　竜二
ミクロの世界にズームイン！　　　　　　阿達　直樹
アンジェリーナのハロウィーン　　キャサリン　ホラバード
あくま　　　　　　　　　　　　　　　　谷川　俊太郎
でこあてすりすり　　　　　　　　　　　朝川　照雄
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安房医師会病院 

鋸南病院 

亀田ファミリークリニック 

 

安房医師会病院 

東条病院　　　 

 

安房医師会病院 

 

安房医師会病院 

館山病院　　　 

中原病院　　　 

 

安房医師会病院 

 

安房医師会病院 

鋸南病院　　　 

 

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 

55－2125 

20－5520 

 

25－5111 

04－7092－1207 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

47－2021 

 

25－5111 

 

25－5111 

55－2125 

 

25－5111 

04－7097－1221 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122

（館山） 

（鋸南） 

（館山） 

 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

（和田） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（鋸南） 

 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山）

（館山） 

◇11月の救急当番医◇ 

11月　3日（土） 

 

 

 

11月　4日（日） 

 

 

11月10日（土）午後 

 

11月11日（日） 

 

 

 

11月17日（土）午後 

 

11月18日（日） 

 

 

11月23日（金） 

 

 

11月24日（土）午後 

 

11月25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）◇

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

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

行政相談 
9日(金) 
12日(月) 
14日(水) 
16日(金) 
20日(火) 
21日(水) 
28日(水)

9日(金) 
14日(水) 
15日(木) 
16日(金) 
20日(火) 
21日(水) 
28日(水)

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

心配ごと相談　13:30～16:00

結婚相談 

10:00～12:00 ちくら介護予防センター 2日(金) 

交通事故巡回相談 
 10:00～15:00 千倉支所 21日(水)

富山支所 
千倉支所 
和田コミュニティセンター 

9日(金) 
12日(月) 
13日(火)

人権相談　10:00～15:00

13:30～15:30 
13:30～15:30 

〃 　　　 
9:30～11:30 
9:30～11:30

千倉保健センター 
富山保健福祉センター 
和田地域福祉センター 
とみうら元気倶楽部 
三芳保健福祉センター 

育児相談 
5日(月) 
12日(月) 
〃　　 

13日(火) 
21日(水)
※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

各 種 無 料 相 談 

フリーマーケット開催
大房少年自然の家ではフリーマーケットを開催します。
日　　時 11月10日（土）午前10時から午後3時まで
会　　場 大房岬自然公園内運動園地

（雨天時：大房岬少年自然の家）
出店内容 買いものエリア（日用雑貨・本・手づくり品など）

体験エリア（クラフト・野点など）
問い合わせ
大房岬ビジターセンター　TEL 33－4551

女性のための健康相談
今月は整形外科医による関節の痛みや腰痛などの相談
に応じます。
相談は無料で、事前の予約が必要です。

相談日 
11月16日(金) 13:00～15:00 安房健康福祉センター 

時　　間 場　　所 

申込および問い合わせ
安房健康福祉センター　TEL 22－4511


