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日 日 曜 行　　　　　事 

1 金 

2 土 
3 日 

4 月 

5 火 

6 水 

8 金 
7 木 

11 月 

◇環境の日 

◇歯の衛生週間～10日 
｢ずっとずっと  いっしょがいいな  自分の歯｣ 

◇写真の日  気象記念日 
水道週間～7日 
「水道が  うるおす日々の  健やかさ」 

◇時の記念日 

おはなし会（千倉図書館）  　  14:00～14:30

◇入梅 

◇父の日 

富山保健福祉センター開放（わくわく教室） 
10:00～11:30

曜 行　　　　　事 

19 火 

三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ） 
10:00～11:30 

ツチくじら漁期開始（和田地区） 

消防幹部新入団員訓練 
  （三芳小／中学校グランド）    13:00～ 
親善バレーボール大会（和田地区） 

海開き安全祈願祭（岩井海岸）富山地区8:30～ 

◇貿易記念日 

◇夏至 

◇沖縄慰霊の日 

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 

17 日 

18 月 

16 土 

14 木 

15 金 ◇千葉県民の日 

9 土 

10 日 

◇芒種 
三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ） 

10:00～11:30
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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

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

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

とみうら元気倶楽部 
白浜支所 
丸山保健福祉センター 

行政相談 
8日（金） 
11日（月） 
13日（水） 
15日（金） 
19日（火） 
20日（水） 
27日（水） 

育児相談 

6日（水） 
11日（月） 
12日（火） 
14日（木） 
18日（月） 
27日（水） 

各 種 無 料 相 談 

10:00～12:00富山支所 
とみうら元気倶楽部 
三芳農村環境改善センター 
丸山保健福祉センター 
白浜保健福祉センター 
ちくら介護予防センター 
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 

8日（金） 
13日（水） 
15日（金） 
19日（火） 
20日（水） 
21日（木） 
27日（水） 

11日（月） 
14日（木） 
19日（火） 

1日（金） 

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

  

法律相談　 

申込および問い合わせ　社会福祉協議会　TEL　44－3577

無料法律相談の事前予約申込みを行います。申し込みは、
6月18日（月）午前9時から受け付けます。 

相談日 
7月4日（水） 13:00～16:00 とみうら元気倶楽部 

時　　間 場　　所 

※定員は6人です。 
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実 施 日 7月20日（金）
実施場所 富山公民館　　定　　員 毎回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。7月18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

健康福祉センターでは「女性のための健康相談窓口」を開設し、からだや心の症状
などの相談に応じています。
今月は女性医師による相談を行

います。相談は無料ですが事前の予約が必要です。

申込および問い合わせ 安房健康福祉センター　TEL 22－4511

日 　 時 6月11日（月）午後2時から午後3時まで　
場　　所 富山保健福祉センター
対　　象 20歳以上　　　　
内　　容 3B体操
講　　師 堀江　由美子先生　定　　員 30人
申込期限 6月8日（金）
※参加を希望される人は、事前の申し込みが必要です。

日　　時 6月27日（水）午後2時から午後3時まで
場　　所 富山保健福祉センター
対　　象 1 歳までのお子さんと保護者
内　　容 ベビーサインについて
講　　師 松尾和子助産師
定　　員 30組
申込期限 6月22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。

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【6月の予防接種（集団）日程】

実施日 
6月12日(火) 12:45～13:00 富山保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

【2歳児歯科健康診査】

対象児：平成16年11月30日までに生まれ、2歳児歯科健康
診査が済んでいないお子さん

6月25日(月)
実施日 

12:45～13:00 千倉保健センター 
受付時間 場　　所 

6月29日(金)
実施日 

12:45～13:00 とみうら元気倶楽部 
受付時間 場　　所 

対象児：平成15年11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】

実施日 
6月26日（火） 12:45～13:00 和田地域福祉センター 

受付時間 場　　所 

対象児：平成17年11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12月5日から平成19年3月5日までに生
まれ、BCGの接種が済んでいないお子さん

実施日 
6月4日（月） 13:40～13:50 富山保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

【ＢＣＧ】

予防接種を受ける際は、保護者の同伴が必要です。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。

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歳未満対象） 幼　児　科（2歳から4歳対象）

相談日 

6月18日（月） 14:00～16:00 安房健康福祉センター 

時　　間 場　　　所 女性のため
の健康相談
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平成19年度から税源移譲により所得税と住民税の税率が変わり「地方のことは地方で」との方針のもと
税額は所得税が減り住民税が増えます。
この改正により、地方団体は歳入確保だけでなく厳正・公平な税務執行が求められ、納税者の信頼を確保

し身近でよりよい行政サービスを提供するため、滞納や脱税を防止することが必要となります。
この一環として必要な税源を直接確保するため、千葉県と全市町村が一体となって徴収対策の強化を図る

「千葉県滞納整理推進機構」が発足し、住民税を中心とした市町村税の滞納
者に対して、法令の規定による滞納処分を前提とした納税交渉や財産調査、
捜索、差押、公売を集中的に行う税務職員が配置されました。
市においても、市税の滞納者に対し、5月から県滞納整理推進機構による

集中的な滞納整理を実施しています。
市税は必ず納期限までに納めるようお願いします。
問い合わせ 収納課　TEL 33－1024

木更津社会保険事務所では、館山市役所と鴨川市役所で年金相談所の開設を実施しています。
相談は完全予約制で定員は50人です。相談には次のものをご持参ください。

漓本人および配偶者の基礎年金番号通知書・（厚生年金被保険者証・国民年金手帳など）
滷本人および配偶者が年金を受けているときは、それぞれの年金証書
澆印鑑　　潺本人および配偶者の職歴メモ（会社名・所在地・勤務期間）
潸代理人の場合は「委任状」および身分を証明できるもの

なお、加入期間の証明や年金見込額の試算については、社会保険事務所に出向
くか、文書で照会してください。
【予約方法】
館山市役所または鴨川市役所へ直接電話し、相談者の氏名・生年月日・住所・基礎年金番号

（配偶者の基礎年金番号）・相談内容・電話番号をお申し出ください。
予約受け付け開始は、館山市は相談月の初日から、鴨川市は相談月の前月の初日からです。

予約および問い合わせ
館山市保険給付課　TEL 22－3418 鴨川市市民生活課　TEL 04－7093－7839

集中的に滞納整理を実施　県滞納整理推進機構が発足

年 金 相 談 所 の 開 設

旧軍人などで恩給などを受けていない恩給欠格
者、戦後強制抑留者、外地などからの引揚者の「ご
本人」に、あらためて慰藉の念を表すため、内閣総
理大臣名の『特別慰労品』を贈呈しています。
○過去に内閣総理大臣名の書状などを受けた人、書
状などの請求をしなかった人も対象です。
○請求書は、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）
問い合わせ
独立行政法人平和祈念事業特別基金
フリーダイヤル
0120－234－933（月～金9：15～17：15）

地域活性化プラットフォーム事業補助金と市民提
案型まちづくりチャレンジ事業補助金の事業説明会
を開催します。5月27日（日）のキックオフフォー
ラムに参加できなかった人、提案書の書き方を教え
てほしい人など個別に相談に応じます。

問い合わせ 企画政策課　TEL 33－1001

恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者の皆さんへ地域活性化プラットフォーム事業
市民提案型まちづくり

チャレンジ事業補助金説明会

相　談　日 

6月4日（月） 
6月5日（火） 

19:00～21:00 
19:00～21:00

千倉公民館 
市役所別館 

時　　間 場　　所 

6　月 7　月 8　月 9　月 10月 11月 12月 1　月 2　月 3　月 

6　月 7　月 8　月 9　月 10月 11月 12月 1　月 2　月 3　月 6　月 7　月 8　月 9　月 10月 11月 12月 1　月 2　月 3　月 

館 山 市 役 所  

鴨 川 市 役 所  

場 所  
月  

21日 19日 

26日 

16日 20日 

27日 

18日 15日 

22日 

20日 17日 

24日 

21日 19日 

 27日 



皆さんのご来場をお待ちしています。
開 放 期 間 6月1日（金）から9月15日（土）まで
開 放 時 間 午前9時から午後5時まで

※7月19日（木）から8月31日（金）までは、
午後8時45分まで開放

使　用　料 市内者1人100円　市外者1人210円
注 意 事 項 小学3年生以下は、保護者同伴でご利用く

ださい。
公衆衛生管理のため、オムツ使用の乳幼
児は、入場できません。

問い合わせ 千倉総合運動公園　TEL 44－3381

平成18年中における来日外国人の検挙人員に占める不法滞在者の割合は約6割で、在留期間が過ぎても日本にとどま
っている不法残留者や密航などによる不法入国者などが罪を犯し、犯罪の温床となっていることがうかがえます。
また、密航者や観光目的などで入国し、不法に滞在している外国人は、違法な状態のまま国内において就労活動を行

っています。
注意すべき点は、このような外国人が、法の違反者になることはもちろんですが、不法滞在者などを雇用した雇用者

も処罰の対象になるということです。
※不法就労助長罪（3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金）
雇用主の皆さんは、外国人を雇用する場合、必ず旅券（パスポート）、外国人登録証明書に記載されている在留資格

や在留期間を確認してください。
館山警察署では、「来日外国人犯罪対策や不法滞在・不法就労防止のための活動」を行っています。不法入国や不法就労
をあっせんするブローカーなどに関する情報がありましたら、警察署または最寄りの交番、駐在所までお知らせください。
問い合わせ 館山警察署　TEL 23－0110
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千倉Ｂ＆Ｇ海洋センタープール　オープン

アワビ、サザエ、イセエ
ビなどの海産物は、漁業権
をもつ漁業者が大切に管理
しながら漁獲しています。
これらを採ると法令で罰

せられます。
問い合わせ
農林水産課　　TEL 33－1071
千葉県水産課　TEL 043－223－3046

アワビ・サザエなどを採らないで

身体障害者が心身を訓練し協調の精神を養い心理的、
肉体的自立更生を図ることを目的として、キャンプ訓
練が実施されます。
実施期日 7月8日（日）午後1時30分から

7月9日（月）正午まで
会　　場 内浦山県民の森（ログキャビン）

〒299－5502 鴨川市内浦3228
TEL 04－7095－2821

参 加 費 4,000円
申込方法 『参加申込書』に必要事項を記入のうえ、6月

5日(火)までに、下記提出先へ提出してくだ
さい。

※『受講申込書』は、社会福祉課（三芳分庁舎）にあ
ります。

提出先
社会福祉課（三芳分庁舎）
〒294－0813
南房総市谷向116－2
TEL36－1151

※主催は、千葉県および千葉県身体障害
者福祉協会です。

問い合わせ
千葉県身体障害者福祉協会
TEL 043－245－1746

千葉県身体障害者キャンプ訓練の実施

「不法滞在・不法就労防止にご協力とご理解を！」

市では、エネルギーの使用削減による地球温暖化防
止対策のため、6月1日から9月30日まで庁舎内の冷房
温度を控えめにし、職員は、室温28℃でも快適に仕事
ができるように「ノーネクタイ・ノー上着」の衣服の
軽装化（クールビズ）をさせていただきます。ご理解
とご協力をお願いします。
問い合わせ 総務課　TEL 33－1021

夏の軽装（クールビズ）にご理解を

試 験 日 10月28日（日）午前10時から正午まで
受験資格 医療・保健･福祉分野の有資格者で一定期間

以上の実務経験のある人
申込書配布期間
7月2日（月）から7月30日（月）まで
申込書配布場所
県社会福祉協議会、県保険指導課、県内健康福祉セ
ンター、市高齢者福祉課、市社会福祉協議会
申込受付期間
7月2日（月）から7月31日（火）まで（消印有効）
簡易書留による郵送のみの受け付けになります。
問い合わせ
千葉県社会福祉協議会　介護支援専門員養成班
〒260－8508 千葉市中央区千葉港4－3
TEL 043－204－1610 FAX 043－241－5121

千葉県介護支援専門員実務研修受講試験の実施
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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。
4月の集合注射で接種できなかった場合や動物病院で接種しなかった場合は必ず受けてください。

千葉県動物愛護センターでは、毎月犬の飼い方・しつけ方教室「基礎講座」を実施しています。
従来は、犬同伴での教室はありませんでしたが今年度から「犬同伴による基礎講座」が新たに開設されました。
参加資格・申し込み方法については次のとおりです。犬を飼われている皆さん、ぜひ参加ください。

「犬同伴による基礎講座」の参加資格
①畜犬登録、今年度の狂犬病予防注射済の犬であること　
②混合ワクチン接種済の健康な犬であること　　　　　　　
③飼主が制御できる犬であること　　　　　　　　　　　
※なお、犬同伴の参加者は先着6組を予定しています。

犬 の 飼 い 方 ・ し つ け 方 教 室

千葉県動物愛護センター　TEL 0476－93－5711
愛護センター東葛飾支所　TEL 04－7191－0050
千葉県動物保護管理協会　TEL 043－214－7814

申込および問い合わせ

「基礎講座」および「犬同伴による基礎講座」の実施場所
千葉県動物愛護センター（富里市）
毎月第3火曜日　午後1時30分から午後4時30分まで
愛護センター東葛飾支所（柏市）
毎月第4水曜日　午後1時30分から午後4時30分まで

手数料
（初めて登録する犬）
登録料3,000円　注射料2,800円　注射済票550円

計6,350円

（登録済みの犬）
注射料2,800円　注射済票550円　

計3,350円

狂犬病予防集合注射（追加）

６ 

月 

４ 

日 

（
月
） 

三芳地区 
場　　所 時　　間 

上滝田公民館 
滝田公民館 
稲都公民館 
中集落センター 
国府土地改良区事務所 
府中興府会館 
三芳支所 

9：10～ 9：20 
9：30～ 9：45 
10：00～10：10 
10：20～10：30 
10：40～10：50 
11：00～11：10 
11：20～11：35

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

9：00～ 9：10 
9：20～ 9：40 
10：00～10：10 
10：20～10：40 
10：50～11：10 
11：20～11：40

６ 

月 

５ 

日 

（
火
） 

和田地区 
場　　所 時　　間 

和田農産物加工施設駐車場（くすの木下） 
北三原公民館 
花園墓地前広場 
和田支所 
松海中組青年館 
和田地域福祉センター 

６ 

月 

４ 

日 

（
月
） 

富浦地区 
場　　所 時　　間 

福澤公会堂 
大津公会堂 
深名コミュニティセンター 
多田良公会堂 
原岡漁民会館 
商工会議所前駐車場 
南無谷妙福寺 
市役所 

場　　所 時　　間 ６
月
８
日
（
金
） 

白浜地区 

自然休養村管理センター 
野島公園ステージ西側 
川下会館 

場　　所 時　　間 
６
月
７
日
（
木
） 
富山地区 

富山支所 
富山コミュニティセンター 
高崎公会堂 
第6分団詰所前 
大紺屋脇駐車場 

場　　所 時　　間 ６
月
５
日
（
火
） 

丸山地区 

大井青年館 
丸山保健福祉センター 
丸山支所 
安馬谷青年館 

６ 

月 

８ 

日 

（
金
） 

千倉地区 
場　　所 時　　間 

白間津コミュニティ集会所 
千田コミュニティ集会所 
川口青年館 
銀鱗荘ことぶき駐車場(平舘) 
大丸駐車場(寺庭) 
千倉支所 
高橋竹材店資材置き場(水神社付近) 
稲子沢コミュニティ集会所 
房州ちくら漁協白子瀬戸支所前 

13：30～13：50 
14：10～14：40 
14：50～15：20 
15：30～16：00

13：30～13：45 
13：55～14：10 
14：20～14：40

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

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



【一般書】
百年恋人　　　　　　　　　　　　　　新堂　冬樹
相棒に手を出すな　　　　　　　　　　逢坂　剛
そうじ以前の整理収納の常識　　　　　本多　弘美
笑ってごはん　　　　　　　　　　　　50カラット会議
めぐらし屋　　　　　　　　　　　　　堀江　敏幸　
あの日の桜吹雪よりも　　　　　　　　高野　裕美子
Ｇボーイズ冬戦争　　　　　　　　　　石田　衣良
小袖日記　　　　　　　　　　　　　　柴田　よしき
ハイドラ　　　　　　　　　　　　　　金原　ひとみ
なかなかいい生き方　　　　　　　　　平岩　弓枝
【児童書】
やだ！　　　　　　　　　　　　　　　ジェズ　オールバラ
ハーニャの庭で　　　　　　　　　　　どい　かや
がんばれ！パトカー　　　　　　　　　竹下　文子
ウラナリ、さよなら　　　　　　　　　板橋　雅弘
昆虫のふしぎ　　　　　　　　　　　　寺山　守
まじょ子のおしゃれプリンセス　　　　藤　真知子
おかしのくにのうさこちゃん　　　　　ディック　ブルーナ
とんでいったりんご　　　　　　　　　ふくだ　としお
幼児のためのよみきかせおはなし集10 西本　鶏介
宮里藍　世界にはなつミラクルショット 柳田　通斉
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　安房医師会病院 

 

　安房医師会病院 

　中原病院 

　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　　　　 

　鈴木内科クリニック 

 

　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 

25－5111 

 

25－5111 

47－2021 

04－7092－1207 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

 

25－5111 

 

25－5111 

55－2125 

22－8880 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

 

25－5111

（館山） 

 

（館山） 

（和田） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（鋸南） 

（館山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

（館山） 

◇6月の救急当番医◇ 

6月　2日（土）午後 

 

6月　3日（日） 

 

 

 

6月　9日（土）午後 

 

6月10日（日） 

 

 

6月16日（土）午後 

 

6月17日（日） 

 

 

 

6月23日（土）午後 

 

6月24日（日） 

 

 

6月30日（土）午後 

 

 

※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）◇

救急現場において、救急隊が到着するまでの間に現場に居合わせた人による、速やかな応急手当が重要視されて
います。家族や隣人などが万が一のときに備え、大切な命を救うために勇気を出して救命講習を受講してみません
か。講習終了後には、普通救命講習修了証を交付します。
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）
ＡＥＤの特徴は、コンピュータ―を使用した医療機器で、傷病者の心臓の状態を観察し自動で解析を行い、電気

ショックが必要な心電図の波形を判断する機能を有しています。
電気ショックが必要な場合のみ、救助者に対して音声で指示を出します。電気ショックを
必要としない場合には、電気ショックが行われないように安全性が保たれています。
講 習 時 間 午後1時30分から午後4時30分まで

申　込　先 館山消防署救急隊　TEL 22－2904 千倉分署救急隊　　TEL 44－2100
鋸南分署救急隊　　TEL 55－3250 鴨川消防署救急隊　TEL 04－7093－2131

講 習 費 用　テキスト代125円（受講時）
申 込 期 間 6月25日（月）から7月2日（月）まで

※定員になり次第申し込みを締め切りますので、ご了承ください。
問い合わせ 安房郡市消防本部警防課　TEL 22－2233

大切な命を救うために勇気を出して、救命講習会に参加してみませんか！大切な命を救うために勇気を出して、救命講習会に参加してみませんか！

定　　　員
各会場30人
資　　　格
中学生以上

7月 8日（日） 
7月15日（日） 
7月28日（土） 
7月29日（日） 

自然休養村管理センター（白浜町白浜） 
鋸南町中央公民館 
鴨川市文化体育館 

館山市コミュニティセンター 

講習日 場　　　　所 


