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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 
丸山公民館 
和田地域福祉センター 

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 
三芳保健福祉センター 
とみうら元気倶楽部 

三芳農村環境改善センター 
富山支所　　　　 
千倉支所 
和田コミュニティセンター 

行政相談 

10日（火） 
〃　　 
〃　　 

18日（水） 
20日（金） 
〃　　 

25日（水） 

育児相談 
6日（金） 
9日（月） 
〃　　 

11日（水） 
17日（火） 

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 
丸山公民館 
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 

10日（火） 
〃　　 

18日（水） 
19日（木） 
20日（金） 
〃　　 

25日（水） 

9日（月） 
10日（火） 
11日（水） 
13日（金） 

6日（金） 

 10:00～15:00 千倉支所 
交通事故巡回相談 
25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

日 日 曜 行　　　　　事 

1 日 

2 月 

3 火 

4 水 

5 木 
6 金 

8 日 
7 土 

11 水 

館山自動車道全線開通（一般開放15:00～） 

献血　富山支所　　　　　　10：00～10：45 
  〃  　市役所別館前　　　　12:45～16:00

◇半夏生 
市県民税第１期および介護保険料第２期納期限 

◇国民安全の日 
ふるさと美化運動（和田地区） 
ひろえば海が好きになる運動in和田浦海岸　9：00～11：00

◇国土建設週間 
三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）
　　　　　　　　　　　　  10:00～11:30

◇靖国神社みたま祭 

◇ぼん　珠師ヶ谷八幡神社祭礼（丸山地区） 

　　海の日　◇やぶ入り 
岩井海水浴場開設（富山地区） 

三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ）　
　　　　　　　　　　　    10:00～11:30

曜 行　　　　　事 

19 木 
◇土用　　夏の交通安全運動　～31日 
第43回南房総白浜海女まつり（白浜地区）～21日
豊岡･原岡･多田良北浜海水浴場開設（富浦地区）
南千倉･瀬戸浜海水浴場開設（千倉地区） 
和田浦･花園海水浴場開設（和田地区） 
◇勤労青少年の日 
富浦地区祭礼～22日　大原地区祭礼（和田地区） 
根本･名倉･塩浦海水浴場開設（白浜地区） 
おはなし会　千倉図書館　  14:00～14:30

大井神社祭礼（丸山地区） 
千葉県消防操法大会 

白間津大祭（千倉地区）～29日 
献血　白浜支所　　　　　  10：30～12：00 
  〃     千倉支所　　　　　  14：00～15：30

◇土用の丑 

固定資産税第２期および国民健康保険税第１期納期限 

参議院議員通常選挙投票日　7：00～20：00

ちくらビーチクリーンキャンペーン 10：00～15：30
◇大暑 

富山保健福祉センター開放（わくわく教室）　
　　　　　　　　　　　　  13:30～15:00

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 

31 火 

18 水 

16 月 

17 火 

14 土 

15 日 

千倉地区祭礼～15日 
三嶋神社・八雲神社祭礼（丸山地区） 
真浦地区祭礼（和田地区）～15日 
海発子安神社祭礼（和田地区） 

9 月 
10 火 

◇小暑　七夕 

献血　丸山支所　10：30～12：00
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今月は整形外科医による、女性に多い「骨粗しょう症」をはじめ、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。

申込および問い合わせ
安房健康福祉センター　TEL 22－4511

年齢基準日は平成20年4月1日です。
35、40、45、50、55、60、65、70歳の女性を対象に

骨粗しょう症検診を行ないます。
※「住民検診申込書」で申し込まれた人には個別通知します。

申し込みをされていない人で、検診を希望される場合は
申し込みが必要です。
申込期限 7月13日（金）

日 　 時 7月11日（水）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 生活習慣病をふき飛ばそう

―今日からできる運動―
講　　師 平野　清孝先生　定　　員 30人
申込期限 7月9日（月）
※参加を希望される人は、事前の申し込みが必要です。

日　　時 7月6日（金）
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 2歳までのお子さんと保護者
内　　容 夏の過ごし方
講　　師 保健師
定　　員 30組
申込期限 7月4日（水）
※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【7月の予防接種（集団）日程】

実施日 
7月10日（火） 12:45～13:00 白浜保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

実　施　日 
7月23日（月） 
7月24日（火） 
7月25日（水） 
7月26日（木） 
7月27日（金） 
7月30日（月） 
7月31日（火） 
8月 1日（水） 

場　　　　所 

千 倉 保 健 セ ン タ ー
 

 
と みうら元 気 倶 楽 部 
三芳保健福祉センター 
和田地域福祉センター 
富山保健福祉センター 
丸山保健福祉センター 
白浜保健福祉センター 

【2歳児歯科健康診査】
対象児：2歳6カ月から2歳8カ月のお子さんで、2歳児歯科

健康診査が済んでいないお子さん

7月20日（金） 
実施日 

12:45～13:00 和田地域福祉センター 
受付時間 場　　所 対象児：3歳4カ月から3歳6カ月のお子さんで、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 
7月13日（金） 13:00～13:15 　 三芳保健福祉センター 

受付時間 場　　所 対象児：平成19年4月13日までに生まれ、股関節検診が済
んでいないお子さん

【股関節検診】

実施日 
7月19日（木） 12:45～13:00 三芳保健福祉センター 

受付時間 場　　所 対象児：1歳6カ月から1歳8カ月のお子さんで、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19年1月5日から平成19年4月5日生まれで
BCGの接種が済んでいないお子さん

実施日 
7月4日（水） 13:15～13:30

受付時間 場　　所 
千倉保健センター 

【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。

相談日 

7月20日(金) 13:00～15:00 安房健康福祉センター 

受付時間 場　　　所 

女性のための
健康相談窓口

骨粗しょう症検診
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おもてなしの気持ちとさわやかな笑顔でお出迎え、採れたての海産物・新鮮な農産物を提供するための朝市を
実施します。また、全国で4カ所の捕鯨基地のひとつ和田漁港で運がよければ、鯨の解体が見られるかも？
オープン初日は、お楽しみプレゼントを用意しています。さわやかな朝、お得感満喫の朝市にお越しください。
南房総市の玄関口！人が集いふれあう朝市へ出店者募集！個人でも参加できます！
出店対象品目 鮮魚・花・野菜・乳製品・農林水産加工品・手作り品・日用雑貨など
出店料および出店面積
2,000円（1店舗（1区画）概ね3.6ｍ×3.6ｍ）開設期間中
※出店料は、前納とし返金はいたしません。また、権利の譲渡は認めません。

その他
・出店場所の清掃およびごみは持ち帰りとします。
・事故やトラブルは、出店者の対応となります。

申込および問い合わせ
和田町漁業協同組合　TEL 47－4111 〒299－2704 和田町和田530

“社会を明るくする運動”とは、すべての国民が犯罪や
非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深
め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のな
い明るい社会を築こうとする全国
的な運動です。住民の皆さんが連
携をとり、地域で起こる犯罪や非
行の防止に、ご協力をお願いしま
す。
問い合わせ 社会福祉課

TEL 36－1151

7月は“社会を明るくする運動”強調月間

館山自動車道が７月４日に全線開通　～南房総へ高速道路ネットワークが直結～

年間を通して皆さんにご利用いただいている枇
杷倶楽部ギャラリーは、先着順で利用いただいて
いますが、利用日が重なった場合、抽選するよう
に変更しましたのでご協力をお願いします。
問い合わせ
観光プロモーション課　TEL20－4003

この夏、全国へ生中継している朝の夏期巡回ラジオ体操・
みんなの体操会が南房総市で開催されます。
これは、南房総市誕生1周年記念事業として行われるもの

です。さわやかな夏の朝、ご家族、ご近所の皆さんで参加し
てみませんか。当日、参加いただいた皆さんには記念品を準
備しています。
日　　　時 8月2日（木）午前6時30分

（受付開始は午前5時30分から）
場　　　所 富浦中学校グラウンド（雨天時　富浦体育館）
放　　　送 ＮＨＫラジオ第1（全国放送）

午前6時30分から午前6時40分まで（生放送）
問い合わせ 企画政策課　TEL 33－1005

枇杷倶楽部ギャラリー利用方法

国では、防災週間（8月30日～9月5日）行事
の一環として「防災ポスターコンクール」の作
品を募集します。
募集対象 どなたでも応募できます。
募集作品
①テーマ　地震、津波、火山噴火、台風、豪
雨、豪雪などの自然災害を対象とした「防
災」に関するもの。（火災による災害は除く）

②上記のテーマを連想させる標語を入れた個
人の作品で未発表のもの。

応募期間
7月2日（月）から10月22日（月）まで

（当日消印有効）
作品の送り先および問い合わせ
〒170－0013 東京都豊島区
東池袋1－42－14 28山京ビル7Ｆ
「防災ポスターコンクール事務局」宛　
TEL  03－3980－8683

第23回　防災ポスターコンクール作品募集

南房総市誕生1周年記念事業
夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会

いらっしゃいませ！「勇魚（いさな）朝市」オープン！　場所：和田漁港内（和田町真浦埋立地）
7月8日～8月26日　毎週日曜日　午前7時～午前9時　開催

朝 市 会 場 

和田漁港 

ガソリンスタンド 

信号 
和田漁港入口 

至館山 

至鴨川 

案内図 

区　　間 
東京（日本橋）⇔館山市 
（東京湾アクアライン経由） 

横浜市⇔館山市 
（東京湾アクアライン経由） 

千葉市⇔館山市 

所要時間 

約95分 
普 通 車　　5,500円 

首都高（東京線）～川崎浮島ＪＣＴ～富浦ＩＣ 

首都高（神奈川線）～川崎浮島ＪＣＴ～富浦ＩＣ 

蘇我ＩＣ～富浦ＩＣ 

軽自動車　  4,550円 
普 通 車　　5,400円 
軽自動車　  4,450円 
普 通 車　　2,250円 
軽自動車　  1,800円 

約85分 

約70分 

片　道　通　行　料　金 

ＮＥＸＣＯ東日本ホームページアドレス　http://www.e-nexco.co.jp



【一般書】
がらくた　　　　　　　　　　　　　江國　香織
長野殺人事件　　　　　　　　　　　内田　康夫
ハッピー・コミュニケーション　　　阿部　厚仁
フライパンひとつで毎日のおかず　　大庭　英子
銀しゃり　　　　　　　　　　　　　山本　一力
カシオぺアの丘で　　上・下　　　　重松　清
純愛小説　　　　　　　　　　　　　篠田　節子
赤ちゃんからの絵本ガイド　　　　　さわだ　さちこ
人生気のせい人のせい　　　　　　　土屋　賢二
かまわぬ手ぬぐい百科　　　　　　　河出書房新社編集部
【児童書】
10ぴきのかえるのプールびらき　　 間所　ひさこ
くらべてわかる食品図鑑　1 家庭科教育研究者連盟
プンプンぷんかちゃん　　　　　　　薫　くみこ　
ボブとリリーといたずらエルフ　　　エミリー　ロッダ
ともだちみっけ　　　　　　　　　　那須　正幹
「占い脳」でかしこく生きる　　 鏡　リュウジ
右翼と左翼はどうちがう? 雨宮　処凛
からすのたまごにいちゃん　　　 あきやま　ただし
パブロのてんらんかい　　　　　　 きたむら　さとし
イルカ、クジラ大図鑑　　　　　　　中村　庸夫
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　安房医師会病院　 

　太田整形外科医院 

　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　　　　 

 

　安房医師会病院　 

　富山国保病院　　 

　亀田ファミリークリニック 

 

　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 

25－5111 

23－2318 

04－7092－1207 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

 

25－5111 

 

25－5111 

55－2125 

 

25－5111 

58－0301 

20－5520 

 

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） 

 

（館山） 

（富山） 

（館山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

◇7月の救急当番医◇ 

7月　1日（日） 

 

 

 

7月　7日（土）午後 

 

7月　8日（日） 

 

 

7月14日（土）午後 

 

7月15日（日） 

 

 

7月16日（月） 

 

 

 

7月21日（土）午後 

 

7月22日（日） 

 

 

7月28日（土）午後 

 

7月29日（日） 

 

 

 
※第53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）◇

年金の記録を確認するには、次の方法があります。
1．ねんきんあんしんダイヤル　0120－657830

※土・日・祝日も含め24時間、電話での相談を受け付けています。
2．社会保険事務所における相談窓口

6月および7月は、すべての社会保険事務所において、毎週月曜日から金曜日の
午前8時30分から午後7時まで窓口を延長しています。

また、休日は7月14日（土）に社会保険事務所で相談を受け付けます。
受付時間は午前9時30分から午後4時までです。
3．インターネットによる確認

社会保険庁のホームページから年金加入記録を調べることができます。
年金加入履歴をＩＤ・パスワード方式によりご確認ください。
ホームページアドレス　http://www.sia.go.jp

問い合わせ 木更津社会保険事務所　TEL 0438－23－7615 市民課　TEL 33－1051

市内には4つの高齢者働く会（千倉町高齢者働く会・白浜町高齢者働く会・富山高齢者

働く会・和田町高齢者働く会）があり、将来「南房総市シルバー人材センター」を

設立するために南房総市4地区高齢者働く会連絡協議会を4月1日に設立しました。

当協議会は、高齢者の生きがい作りと社会参加の推進を目的

に、草刈りや掃除などいろいろな作業を有料で行っています。

また、60歳以上の元気な人材も募集しています。

問い合わせ 南房総市4地区高齢者働く会連絡協議会　

TEL 090－7006－9096 担当　村松

年金記録を
チェック
するには……

南房総市4地区
高齢者働く会
連絡協議会を
設　立

年金
手帳
 


