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日 日 曜 行　　　　　事 

1 日 

2 月 

3 火 

4 水 

5 木 

6 金 

8 日 

7 土 

11 水 

第16回全国ハーブサミット南房総大会 
　主会場 白浜フローラルホール 　　～16日 

◇清明 

◇新学年 
ふるさと美化運動（和田地区） 

◇世界保健デー 

市内小学校・幼稚園入学（園）式 

◇メートル法公布記念日 

◇花まつり　復活祭 
千葉県議会議員選挙投票日　   7:00～20:00

◇科学技術週間 

◇土用 

◇発明の日 

曜 行　　　　　事 

19 木 

◇穀雨　郵便週間 

◇靖国神社春祭 
第2回ママさんバレーボール大会 

　　昭和の日 

振替休日 
ちばデスティネーションキャンペーン最終日 

12 木 

13 金 

20 金 

22 日 

23 月 

21 土 

 

24 火 

25 水 

26 木 

27 金 

28 土 

29 日 

30 月 

17 火 

18 水 

16 月 

14 土 

15 日 第1回南房総地区春季野球大会開幕 ～5月下旬予定 

9 月 

10 火 

市内中学校入学式 

各 

種 

無 

料 

相 

談 

44月号 月号 

No.12 
2007 
平成19年 

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 

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

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 
丸山保健福祉センター 
和田地域福祉センター 

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

10日（火） 
11日（水） 
13日（金） 
18日（水） 
20日（金） 

 
25日（水） 

 
 

育児相談 
9日（月） 

 
13日（金） 
16日（月） 
18日（水） 
23日（月） 

各 種 無 料 相 談 

各 

種 

無 

料 

相 

談 

10:00～12:00

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 

ちくら介護予防センター 

心配ごと相談　13:30～16:00

結婚相談 

11日（水） 
13日（金） 
18日（水） 
19日（木） 
20日（金） 
25日（水） 

6日（金） 

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

10日（火） 
11日（水） 
12日（木） 
20日（金） 

人権相談　10:00～15:00

※電話でもお気軽に相談ください。また、健康相談についても 
　電話で受け付けています。（平日  9：00～17：00） 
　健康増進課　TEL　36－1152

※定員（6人）になり次第締め切ります。 
申込および問い合わせ　社会福祉協議会　TEL　44－3577

無料法律相談の予約申し込みを行います。申し込みは、
4月16日（月）午前9時から受け付けます。 

  
月　日 

5月2日（水） 13:00～16:00 ちくら介護予防センター 
受付時間 場　　所 

法律相談　 

行政相談 



日　　時 4月20日（金）・5月18日（金）
実施場所 富山公民館　　定　　員 毎回30人（申し込み制） 講　　師 薛

セツ

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。
4月の教室は4月18日（水）までに、5月の教室は5月16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 午前9時50分から午前10時まで
実　　施 午前10時から午前10時30分まで
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乳幼児健康診査

健康増進課から 申込先・問い合わせ　 TEL 36－1152

予防接種【4月の予防接種（集団）日程】

月　日 
4月10日(火) 12:45～13:00 三芳保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

【2歳児歯科健康診査】

対象児：平成16年9月30日までに生まれ、2歳児健康診査
が済んでいないお子さん

4月17日（火） 
4月24日（火） 

月　日 
12:45～13:00 
12:45～13:00

富山保健福祉センター 
白浜保健福祉センター 

受付時間 場　　所 対象児：平成15年9月30日までに生まれ、3歳児健康診査
が済んでいないお子さん

【3歳児健康診査】

月　日 
4月27日（金） 12:45～13:00 丸山保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

対象児：平成17年9月30日までに生まれ、1歳6カ月児健
康診査が済んでいないお子さん

【1歳6カ月児健康診査】

対象児：平成18年10月7日から平成19年1月7日生まれで
BCGの接種が済んでいないお子さん

月　日 
4月6日（金） 13:40～13:50  富山保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

【ＢＣＧ】

【ポリオ】

日　　時 4月11日（水）・25日（水）
午前10時から午前11時30分まで

場　　所 三芳保健福祉センター（おひさまくらぶ）

日　　時 4月23日（月）
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（わくわく教室）

予防接種を受ける際は、保護者の同伴が必要です。
普段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。

月　日 
4月 3日（火） 
4月 5日（木） 
4月11日（水） 
4月12日（木） 
4月13日（金） 
4月18日（水） 
4月20日（金） 
4月23日（月） 
4月24日（火） 

13:15～13:30 
13:00～13:15 
13:15～13:30 
13:40～13:50 
13:45～14:00 
10:30～10:50 
13:00～13:15 
13:15～13:30 
13:45～14:00

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

Ｈ11.10. 4～Ｈ19. 1. 4 
Ｈ11.10. 6～Ｈ19. 1. 6 
Ｈ11.10.12～Ｈ19. 1.12 
Ｈ11.10.13～Ｈ19. 1.13 
Ｈ11.10.14～Ｈ19. 1.14 
Ｈ11.10.19～Ｈ19. 1.19 
Ｈ11.10.21～Ｈ19. 1.21 
Ｈ11.10.24～Ｈ19. 1.24 
Ｈ11.10.25～Ｈ19. 1.25

 

 

 

受付時間 場　　所 対象になるお子さんの範囲 

 

保健福祉センターを親子交流の場として、下記のとお
り開放します。お誘い合わせのうえ、お越しください。

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 午前10時35分から午前10時45分まで
実　　施 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歳未満対象） 幼　児　科（2歳から4歳対象）
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４ 

月 

５ 

日 

（
木
） 

４
月
６
日
（
金
） 

三芳地区 
場　　所 時　　間 

増間コミュニティセンター 
大畑作業所 
上滝田公民館 
御門集会所 
下組集落センター 
滝田公民館 
三坂集会所 
上堀集落センター 
下堀集落センター 
山下作業所 
海老敷集会所 
明石集会所 
国府土地改良区事務所 
宇戸集会所 
府中興府会館 
嵯峨志集会所 
山名作業所 
稲都公民館 
中集落センター 
池之内いこいの家 
三芳支所 

9：00～ 9：15 
9：20～ 9：30 
9：40～ 9：55 
10：05～10：15 
10：25～10：35 
10：45～10：55 
11：05～11：15 
11：25～11：35 
11：45～11：55 
13：20～13：35 
13：45～13：55 
14：05～14：15 
14：25～14：40 
14：50～15：00 
15：10～15：35 
9：15～ 9：30 
9：40～ 9：55 
10：05～10：15 
10：25～10：35 
10：45～10：55 
11：05～11：20

４ 

月 

９ 

日 

（
月
） 

千倉地区 
場　　所 時　　間 

宇田記念碑前 
長久橋付近ゴミステーション前（長井） 
川合地蔵院駐車場 
房州ちくら漁協白子瀬戸支所前 
矢原旧瀬戸漁協跡地 
下瀬戸農業集落センター 
上瀬戸高橋竹材店資材置き場 
大貫コミュニティ集会所 
川戸青年館 
千倉支所前 
大丸駐車場 
高家神社駐車場 
南千倉海水浴場駐車場（元助商店前） 
千倉公民館駐車場 
平舘コミュニティ集会所前 
忽戸コミュニティ集会所前 
川口天草倉庫前 
平磯コミュニティ集会所前 
房州ちくら漁協南部漁村センター 
白間津コミュニティ集会所 

9：00～ 9：15 
9：25～ 9：55 
10：05～10：35 
10：45～11：15 
11：25～11：55 
13：10～13：30 
13：40～14：05 
14：15～14：40 
14：50～15：10 
15：20～16：00 
9：00～ 9：25 
9：40～10：15 
10：30～11：00 
11：10～11：20 
11：30～11：55 
13：10～13：35 
13：45～14：00 
14：10～14：30 
14：40～15：10 
15：20～15：50

４ 

月
　
　 

日 

（
火
） 

１０ 

狂犬病予防集合注射 

４ 

月 

３ 

日 

（
火
） 

富山地区 

場　　所 時　　間 
小浦漁港（角文下） 
岩井漁協 
岩井神社 
竹内精米所 
市部天満神社脇 
合戸青年館 
伝次郎商店脇 
大紺屋脇駐車場 
二部中集乳所 
富山支所 

8：55～ 9：10 
9：20～ 9：40 
9：50～10：10 
10：20～10：30 
10：40～10：50 
11：05～11：30 
11：40～11：55 
13：10～13：30 
13：45～14：10 
14：20～14：35

場　　所 時　　間 
井野集会所 
川上青年館 
第5分団詰所前 
米澤集会所（春日神社） 
犬掛堂 
第6分団詰所前 
山田高照寺駐車場 
瀬波戸集乳所 
華表裏集乳所 
川名桂宅前 
富山コミュニティセンター 

9：00～ 9：15 
9：25～ 9：35 
9：45～10：00 
10：10～10：20 
10：30～10：45 
10：55～11：10 
11：25～11：35 
11：45～11：55 
13：15～13：25 
13：35～13：45 
14：00～14：15

４ 

月 

４ 

日 

（
水
） 

狂犬病予防集合注射 
４ 

月 

２ 

日 

（
月
） 

富浦地区 
場　　所 時　　間 

小浜荘 
南無谷枇杷倉庫 
豊岡青年館 
富浦商工会前 
原岡漁民会館 
多田良公会堂 
西浜公会堂 
市役所駐車場 
深名コミュニティセンター 
第3分団詰所 
福沢公会堂 
大津公会堂 
丹生公会堂 

9：00～ 9：15 
9：20～ 9：45 
9：50～10：00 
10：05～10：25 
10：30～10：50 
10：55～11：25 
11：30～11：40 
13：00～13：15 
13：20～13：35 
13：40～13：55 
14：05～14：20 
14：30～14：45 
14：55～15：10

狂犬病予防集合注射 狂犬病予防集合注射 狂犬病予防集合注射狂犬病予防集合注射 狂犬病予防集合注射 

　狂犬病予防法により犬の登録と狂犬病予防注
射は、飼い主に義務付けられています。 
　平成19年度「狂犬病予防集合注射」を次のと
おり実施しますので、必ず受けてください。 



日　　時 4月22日(日) 午前8時30分
会　　場 丸山体育館、丸山中学校体育館
参加資格 市内ママさんバレーボールチームであり、

市内在住ママさんであることなど
参 加 費 1チーム2,000円
申込期限 3月28日(水)必着
代表者会議および抽選会
4月9日(月)午後7時30分
丸山公民館
申込および問い合わせ
〒299－2592
南房総市岩糸2489
教育委員会　スポーツ課
TEL 46－2964
FAX 46－4059
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第2回　ママさんバレーボール大会開催 ハワイアン・フラダンス
体験教室参加者募集

【すでに登録し、通知が届いている場合】
①事前に配付されている｢問診票｣
(記入のうえ)
②届いた封筒
③手数料　
・注射済票　 550円
・注 射 料　2,800円

計 3,350円

【初めて登録する犬の場合】
○手数料　
・登 録 料　3,000円
・注 射 料　2,800円
・注射済票 550円

計　6,350円

雨天延期の場合は、防災行政無線でお知
らせします。
また、実施日に都合のつかない場合は、6
月に予定している追加の集合注射または動
物病院での接種をお願いします。
※封筒の宛名違い、死亡や譲渡などで飼い
犬がいなくなっている場合などは、お手
数ですが環境保全課まで連絡ください。

問い合わせ　
環境保全課　TEL 33－1053

白浜地区 
場　　所 時　　間 

乙浜集落センター前 
第1分団詰所前 
安房農協白浜支店 
自然休養村管理センター 
青木経営管理所 
野島公園ステージ西側 
安房農協東横渚出荷所 
川下会館 
本郷コミュニティセンター 
砂取事務所 
根本公民館 

9：00～ 9：20 
9：25～ 9：45 
9：55～10：25 
10：30～11：00 
11：05～11：25 
11：30～12：10 
13：10～13：40 
13：50～14：20 
14：30～14：50 
15：00～15：20 
15：30～16：00

丸山地区 
場　　所 時　　間 

千歳ゲートボール場（旧千歳小） 
加茂集荷所 
沓見青年館 
小戸青年館 
丸山分庁舎（丸山支所） 
大井青年館 
犬切集会所 
鯨岡集会所  
宮下中森集会所 
丸山保健福祉センター 
市場集会所 

9：30～10：30 
10：45～11：15 
11：30～11：50 
13：15～13：40 
14：00～14：30 
9：30～10：10 
10：25～10：40 
10：50～11：10 
11：20～11：50 
13：15～13：50 
14：00～14：30

４ 

月 

　 

日 

（
金
） 

１３ 

４
月 

日
（
月
） 

１６ 

４
月 

日
（
火
） 

１７ 

狂犬病予防集合注射 

和田地区 

場　　所 時　　間 
和田地域福祉センター 
花園墓地前広場 
柴区集会所 
和田支所 
真浦醤油屋(民宿)下駐車場 

9：00～10：10 
10：20～11：00 
11：10～11：40 
13：00～13：40 
13：50～14：30

場　　所 時　　間 
五十蔵地蔵様前 
和田農産物加工施設駐車場(くすの木下) 
別所真言院下 
小川公会堂 
松海中組青年館 
北三原公民館 

9：20～ 9：35 
9：45～10：15 
10：25～10：55 
11：05～11：35 
13：10～13：50 
14：00～14：30

４
月 

日
（
水
） 

１８ 
４
月 

日
（
木
） 

１９ 

狂犬病予防集合注射 

持参するもの

本場のハワイアン・フラダンスで楽しみな
がら、健康づくりをしてみませんか？
体験教室の参加者を募集します。
日　　時 4月10日（火）

午後7時から8時まで　
場　　所 丸山公民館

2階　中会議室
参 加 費 無　料
※定員の制限はありません。
申込および問い合わせ
丸山公民館
TEL 46－4031



4月1日から支所の体制が変わります！4月1日から支所の体制が変わります！

<富山支所>
地域市民福祉課　TEL  57－2511
地 域 事 業 課　TEL  57－2512
<三芳支所>
地域市民福祉課　TEL  36－2111
地 域 事 業 課　TEL  36－2112
<白浜支所>
地域市民福祉課　TEL  38－3111
地 域 事 業 課　TEL  38－3112
<千倉支所>
地域市民福祉課　TEL  44－1111
地 域 事 業 課　TEL  44－1112
<丸山支所>
地域市民福祉課　TEL  46－3111
地 域 事 業 課　TEL  46－3112
<和田支所>
地域市民福祉課　TEL  47－3111
地 域 事 業 課　TEL  47－3112

<本庁舎>
市民課・富浦地域福祉係　TEL  33－1041
<三芳分庁舎>
社会福祉課　TEL  36－1151
健康増進課　TEL  36－1152
子育て支援課　TEL  36－1153
高齢者福祉課　TEL  36－1154
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今、市行政が直面しているのは、深刻さを増す少子高齢化と価値観が多様化
する社会環境への適切な対応、そして財政の健全化です。
このためにも、無駄を省き、新たな取り組みと見直しを行い、将来を見据え

た南房総市のあり方を根本から改革していかなければなりません。
このことから、的確で迅速に対応できる体制づくりのため、平成19年4月1日か
ら支所の体制を次のとおり変更することとします。

各支所の地域総務課と地域福祉課を統合して、「地域市民福祉課」とします。
地域事業課は、今までどおり変更はありません。各課の仕事の内容は次のとおりです。
「地域市民福祉課」の仕事･･････これまでの地域総務課と地域福祉課の業務を取り扱います。
「地域事業課」の仕事･･････････これまでの地域事業課の業務と変更ありません。

◎ 白浜保健福祉センター、千倉保健センター、丸山保健福祉センター、和田地域福祉センターにある地
域福祉課は、各支所に引越しします。福祉関係の窓口は、支所の「地域市民福祉課」となります。
◎　富浦地域福祉課は、本庁市民課と統合します（市民課窓口で対応をいたします）。
◎ 富山、三芳地区の福祉関係窓口は、従来どおり富山地区は支所の地域市民福祉課で、三芳地区は三芳
分庁舎で対応します。

各支所の連絡先

市民課・三芳分庁舎（保健福祉部）の連絡先

問い合わせ
総務課　TEL 33－1021

保健福祉センター内の地域福祉課は、支所に引越し統合します
富浦地域福祉課は、本庁市民課内に統合します

地域総務課と地域福祉課を統合し『地域市民福祉課』とします



【一般書】
赤い糸　　（上・下） メイ
世界遺産建築の不思議　　　　　天井　勝海　監修
傑作捕物ワールド（第1巻～第10巻）

縄田　一男　監修
三姉妹探偵団　　（21） 赤川　次郎
はじめての小さなレース雑貨　　アップルミント
関東「道の駅」オールガイド　　手塚　一弘
ももこの21世紀日記（Ｎ'06） さくら　ももこ
楽老抄　　　　　　（2） 田辺　聖子
ぼくの手はきみのために　　　　市川　拓司
ひとり日和　　　　　　　　　　青山　七恵
【児童書】
ぼくきょうりゅうになったんだ　ステラ　ブラックストーン
こくはくします！　　　　　　　もとした　いづみ
ワニぼうのやまのぼり　　　　　内田　麟太郎
あっぱれアスパラ郎　　　　　　川端　誠
太陽の妖精(フェアリー)ゴールディ デイジー メドウズ
ベネチアと金のライオン　　　　メアリー ポープオズボーン
世界のおもしろ地形　　　　　　白尾　元理
七人の犯罪者　　　　　　　　　星　新一
ぼくってヒーロー？　　　　　　立石　彰
楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑　　長谷川　康男

ハーブサミット南房総大会の開催を記念して、南
房総の新しい食材「花」を利用し
た料理教室を開催します。
おいしさだけでなく、美しさも兼
ね備えた料理を学びませんか？
日　　時 4月14日（土）

午後1時30分から午後3時まで
会　　場 白浜保健福祉センター「はまゆう」調理室
講　　師 野村三喜夫氏（株式会社スープファクト

リー代表取締役･株式会社アンサンシーブ
ル代表取締役・元フランス迎賓館料理長）

参 加 費 500円
定　　員 20人　※申し込みが必要です。
持 ち 物 エプロン・三角巾
内　　容 キンセンカやキンギョソウなど地元の花

を利用した料理を学びます。
申込期限 3月30日（金）
申込および問い合わせ
第16回全国ハーブサミット南房総大会実行委員会
事務局（商工観光課内） TEL 33－1091
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　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　　　　 

 

　安房医師会病院　 

 

　安房医師会病院　 

　鋸南病院　　　　 

　勝山クリニック　 

 

　安房医師会病院　 

 

　安房医師会病院　 

　館山病院　　　　 

 

　安房医師会病院　 

 

　安房医師会病院　 

　赤門整形外科内科 

 

　安房医師会病院　 

　富山国保病院　　

　原クリニック 

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 

 

25－5111 

58－0301 

24－5711 

（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） 

 

（館山） 

（富山） 

（館山） 

◇4月の救急当番医◇ 

4月　1日（日） 

 

 

4月　7日（土）午後 

 

4月　8日（日） 

 

 

4月14日（土）午後 

 

4月15日（日） 

 

 

 

4月21日（土）午後 

 

4月22日（日） 

 

 

4月28日（土）午後 

 

4月29日（日） 

 

 

4月30日（月） 

 

 

※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・祝日です。

◇千倉図書館新着図書紹介（問い合わせ TEL40－1120）◇

ウォッチング富浦

「南房総　花の料理教室」参加者募集

今年で15年目をむかえる「ウォッチング富浦」地域
の再発見だけでなく、健康のためにもお気軽に参加く
ださい。なお、今年は富浦総合ガイドの養成も合わせ
て行いますので、ガイド養成希望者は、と
みうら元気倶楽部まで申し込みください。
集合場所 とみうら元気倶楽部
集合時間 午前9時
参 加 費 無料・事前申し込み不要
※ただし､8月は事前申し込み予約および参加費が必要です。

問い合わせ とみうら元気倶楽部　TEL33－3411

ちばデスティネーションキャンペーン 

平成19年2月1日～4月30日 

４／１４（土） 

５／１２（土） 

６／ ９（土） 

７／１４（土） 

８／１１（土） 

９／ ８（土） 

１０／１３（土） 

１１／１０（土） 

１２／ ８（土） 

【平成20年】 

１／１２（土） 

２／ ９（土） 

３／ ８（土） 

春の大房岬を満喫しよう～伝説と自然の宝庫を散策～ 

朱の伝説と物語を求めて～手取地区を歩いてみよう～ 

南無谷崎から逢島へ～初夏の海岸をビーコンしよう～ 

大房岬の戦跡を探る　～幕末から太平洋戦争へ～ 

真夏の海のクルージング～海からの絶景を見てみよう～ 

街中寺めぐり～青木から原岡・多田良へ～　　　 

日蓮の足跡を訪ねて～袈裟掛けの松から七面山に～ 

低名山堂山の物語　～堂山の白きつね～ 

岡本城址探求その1～本丸・要害・汐入地区～ 

 

岡本城址探求その2　～聖山・青木地区～ 

宮本城址探求～山頂の絶景を楽しみつつ～　 

野外料理にチャレンジ～春の恵みに感謝しつつ～ 


