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日 日 曜 行　　　　　事 

1 水 

2 木 

3 金 

4 土 

5 日 

6 月 

8 水 

7 火 

11 土 

◇鼻の日 

◇道の日 

夏期巡回ラジオ体操（富浦中）5:55～ 

ふるさと美化運動（和田地区） 
ボディビルコンテスト（原岡海岸）10:00～ 
岩井海岸花火大会　19:30～20:30

賀茂神社祭礼（丸山地区）～2日 
八幡神社祭礼（白浜地区） 

ちくらＢＯＮフェスタ（千倉漁港）19:30～20:30

◇長崎原爆の日　   JR千倉駅竣工式11:00

◇立秋 
三芳保健福祉センター開放（おひさまくらぶ） 

10:00～11:30

おはなし会（千倉図書館）14:00～14:30

ミニバスケットボールTOMIURAさざ波大会（～19日）
黒潮サッカーフェスティバルin千倉（～19日） 

 

曜 行　　　　　事 

19 日 

豊岡･原岡･多田良北浜海水浴場閉設（富浦地区） 
南千倉･瀬戸浜海水浴場閉設（千倉地区） 
和田浦･花園海水浴場閉設（和田地区） 

富山保健福祉センター開放（わくわく教室）13:30～15:00
岩井祭礼（富山地区） 
市民環境大学開講式(千倉保健センター） 

13:30～15:30

市県民税第2期・国民健康保険税第2期 
介護保険料第3期納期限 

岩井海水浴場閉設（富山地区） 
根本･名倉･塩浦海水浴場閉設（白浜地区） 

◇防災週間　～9／5

◇処暑 

市防災訓練 

12 日 

13 月 

20 月 

22 水 
23 木 

21 火 

 

24 金 

25 土 

26 日 

27 月 
28 火 
29 水 

31 金 

30 木 

17 金 

18 土 

14 火 
15 水 

16 木 

◇終戦記念日 

9 木 

10 金 

◇広島平和記念日 

13:30～16:00 
10:00～15:00 
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 
9:30～11:30 
13:30～15:30 
9:30～11:30

とみうら元気倶楽部 
千倉支所 
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 

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 
千倉保健センター 
とみうら元気倶楽部 

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 
8日(水) 
10日(金) 
〃　　 

15日(水) 
17日(金) 
21日(火) 
22日(水)

育児相談 

6日(月) 
8日(水) 
10日(金) 
22日(水) 
〃　　 

29日(水)

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 
8日(水) 
10日(金) 
15日(水) 
16日(木) 
17日(金) 
21日(火) 
22日(水)

9日(木) 
10日(金) 
21日(火)

3日(金)

長尾地区祭礼（白浜地区）～5日 

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し込みを行います。申し込みは、
8月20日（月）午前9時から受け付けます。 

相談日 
9月5日(水) 13:00～16:00 富　山　支　所 

時　　間 場　　所 

※定員は6人です。 



麻しん風しん混合予防接種（2期）は済みましたか？
平成13年4月2日から平成14年4月1日までに生まれたお子さんは、麻しん風しん混合予防接種2期の対象児です。
お手元に届いている通知を確認の上、早めに接種を受けましょう。なお、対象児で通知の届いていない場合は、

健康増進課までご連絡ください。
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申込期限 8月24日（金）
65歳以上の男性を対象に料理教室を8月から月1回、全6回

コースで開催します。健康の基本である食生活を、人任せにせ
ず、自分で管理できる能力を身につけ、男性の自立を支援しま
す。教室では料理の基本から他人にふるまう料理まで幅広く実
践していきます。この機会に料理を始めてみませんか！

日 　 時 8月9日（木）午後2時から午後4時20分まで　
場　　所 富山保健福祉センター　対　　象 20歳以上　　
内　　容 映画「伊能忠敬－子午線の夢－」主演：加藤剛

第2の人生をかけて、日本中を歩き、日本地図を
完成させた伊能忠敬。その偉業を「歩く」という健
康づくりの原点にたって考えていく作品です。

定　　員 100人　　申込期限 8月6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。

日　　時 8月20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
内　　容 予防接種について　
講　　師 保健師　　
定　　員 30組　　
申込期限 8月15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【8月の予防接種（集団）日程】

実施日 
8月7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：2歳6カ月から2歳8カ月までのお子さんで、2歳
児歯科健康診査が済んでいないお子さん

8月23日(木)
実施日 

12:45～13:00 三芳保健福祉センター 
受付時間 場　　所 対象児：3歳4カ月から3歳6カ月までのお子さんで、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 
8月28日（火） 12:45～13:00 千倉保健センター 

受付時間 場　　所 

対象児：1歳6カ月から1歳8カ月までのお子さんで、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2月4日から平成19年5月4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 
8月3日（金） 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。

実施日 

8 月30日(木) 
9 月28日(金) 
10月29日(月) 
11月29日(木) 
12月20日(木) 
1 月23日(水) 

10：00 
～13：30

三芳保健 
福祉センター 

時　間 場　所 定　員 持ち物 

1 
2 
3 
4 
5 
6

12人 

エプロン 
三角巾（てぬぐい） 
材料費300円 
※毎回かかります 

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。
※参加を希望される場合は、事前の申し込みが必要です。

実施日 

8月5日（日） 10:00～14:00 三芳保健福祉センター 

時　　間 場　　　所 

定　　員　12組　　申込期限 8月2日（木）

男の料理教室参加者募集

家族ふれあい料理教室
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身体障害者手帳1級または2級の所持者および療育手帳狢、狢の1、狢の2、Ａの1またはＡの2と判定され
た人に、重度心身障害者医療費の支給をしていますが、8月診療分から一定所得以上の人については、公費
負担対象外になります。一定所得以上の人とは、次のとおりです。
【重度心身障害者が医療保険各法（国民健康保険を除く）の規定による被保険者である場合】
重度心身障害者本人の市町村民税所得割の額が、年235,000円を超える場合は支給できません。

【重度心身障害者が医療保険各法（国民健康保険を除く）の規定による被保険者でない場合（被扶養者の場合）】
重度心身障害者本人の加入している医療保険各法の規定による被保険者の市町村民税所得割の額が、年

235,000円を超える場合は支給できません。
【重度心身障害者が国民健康保険法の規定による被保険者である場合】
重度心身障害者本人の市町村民税所得割の額および重度心身障害者の加入している国民健康保険の被保

険者（重度心身障害者と同一世帯に属する人）すべての市町村民税所得割の合算した額が、年235,000円
を超える場合は支給できません。

問い合わせ 社会福祉課　TEL 36－1151

体育指導委員は市民の皆さんのスポーツ振興に関し、事業の実施やスポーツ事業への協力などを行っています。
8月・9月に下記のとおり事業を開催しますので、お誘い合わせのうえ、奮ってご参加ください。

【市軽スポーツ大会外房地区予選会】
日　　時 8月26日（日） 午後1時30分から　会　　場 丸山中学校体育館・丸山中学校グラウンド
種　　目 ソフトバレーボール（女子・登録8人以内）／グラウンドゴルフ（男女問わず・個人戦）
申込期限 8月17日（金）
参加対象 外房地区（白浜・千倉・丸山・和田）に在住または在勤者
※内房地区（富浦・富山・三芳）の予選会は、10月14日（日）の午後から三芳地区の会場で
実施予定です。
なお、両予選大会の上位者は、11月18日（日）の午後から千倉総合運動公園で開催予定の
本大会へ出場となります。

【高齢者体力テスト】
日　　時　9月2日（日）午前8時30分　　会　　場 千倉Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
参加対象 市内在住の65歳以上の人　　　申込期限 8月10日（金）

重度心身障害者医療費支給制度の変更

市 体 育 指 導 委 員 連 絡 協 議 会 か ら
申込および問い合わせ　生涯学習課　TEL 46－2964 FAX 46‐4059

丸山公民館では、生活セミナーとして、平成21年
からスタートする裁判員制度について、千葉地方検
察庁から講師として、検察官や検察事務官を招き、
新しく始まる裁判員制度について、一般市民にわか
りやすく、その仕組みや裁判員として参加する仕
事・内容などについて、ビデオの上映を含めながら
理解を深めることを目的に開催します。
どなたでも聴講できますので、多くの皆さんの来

場をお待ちしています。
日　　　時 8月18日（土）

午後2時から4時頃まで
場　　　所 丸山公民館　2階

大会議室（丸山支所隣）
料　　　金 無料
問い合わせ 丸山公民館

TEL 46－4031

市では、市営住宅の入居者を募集します。
入居を希望される人は、市役所建設部管理課備え

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
吹代団地（丸山）木造2階建て3ＤＫ
家賃　21，600円～
※　単身者不可
募 集 期 間 8月1日（水）から7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

公民館　市民生活セミナー
「裁判員制度　もし　あなたが選ばれたら？」

市営住宅入居者募集



収集班は午前8時30分から作業を開始します。
草・小枝は束ねて土砂と区別してください。
雨天などで延期する場合は区長さんを通じて連絡します。
問い合わせ
千倉支所 地域事業課　TEL 44－1112
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千倉地区道路側溝などの清掃日程

「市営路線バス（富山線）が富楽里構内へ乗り入れます」
～富山線の路線一部変更～
トミーの愛称で親しまれている市営路線バス（富山

線）が、7月23日（月）から富楽里構内へバス停を移
設しました。これにより高速バスとの乗り継ぎがより
便利になります。乗降場所は、富楽里施設脇の高速バ
ス利用者駐車場です。
また、これに伴いダイヤの改正があります。詳しく

は、同封のチラシ（改正時刻表）をご覧ください。
「スクール混乗バス（大井細田～千歳線）が

丸山中学校へ乗り入れます」
～大井細田～千歳線の路線一部変更とバス停名変更～
丸山地区を運行するスクール混乗バス（大井細田～

千歳線）が、9月1日（土）から丸山中学校へ乗り入れ
ます。これによりバス停が「市場停留所」→「丸山中
学校」→「丸山支所前」→「丸山運動広場前」と変更
になります。
「花と戦争遺跡写真展

三芳地区の戦争遺跡と南房総の野の花」を開催
開催日時 8月4日（土）から9日（木）まで

午前10時から午後4時まで
開催場所 三芳農村環境改善センター3階　会議室
入 場 料 無料　　主　催 南房総・平和をつくる会
※この事業は市民提案型まちづくりチャレンジ事業の
採択を受け実施しています。

企画政策課から
問い合わせ　企画政策課　TEL 33－1001

開催日時 8月25日（土）午前10時から午後3時まで
会　　場　千葉県水産総合研究センター(千倉町平磯2492）

および漁業調査船　ふさみ丸（千倉漁港）
内　　容・千葉県水産総合研究センターの業務や千葉県の

水産業について紹介するとともに、「日本一だ
よ！ちばのいせえび」（特集コーナー）でイセエ
ビについて紹介します。
・見学者が水槽の中の磯の生物などに触れて
楽しめるタッチプールや「かまぼこ作り」
体験（事前申込）、千倉漁港内で漁業調査船
ふさみ丸の見学なども行います。
・千葉県漁業士会館山支部の活動紹介
・クイズ正解者にオリジナル名刺プレゼント

事前申込……「かまぼこ作り」の申込方法
往復はがき（1人1枚）に住所・氏名・保護者名（保

護者が必要な子ども）・年齢・電話番号を記入し、申し
込みください。8月14日（火）消印有効
※　抽選により決定します。
参加定員 20人　　費　　用 無料
開始時間 午前10時（時間厳守）
問い合わせ
〒295－0024 南房総市千倉町平磯2492
千葉県水産総合研究センター企画調整室　TEL 43－1132
http://www.pref.chiba.lg.jp/laboratory/fisheries/

「千葉県水産総合研究センター」一般公開

対 象 者 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 8月31日（金）
※平成19年4月以降に申し込みされた人は、再度申し
込む必要はありません。
給 付 月 9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

紙おむつの給付

千葉県農業大学校では、本県農業の発展に寄与する
優れた実践的農業技術者や専門的知識・技術を有した
指導者を養成するための、平成20年度千葉県農業大学
校の学生を募集します。
募集人員 農学科　約40人　研究科　約10人
受験資格
農学科：高等学校を卒業した人または平成20年3月

に卒業見込みの人
研究科：都道府県の農業大学校の農学科などを卒業

した人または平成20年3月に卒業見込みの
人など

※両科とも学校長の推薦が必要
選考期日 10月30日（火）
選考場所 千葉県農業大学校
選考方法 書類審査、小論文、面接
願書受付 9月25日（火）から10月11日（木）まで
合格発表 11月8日（木）
申込および問い合わせ
〒283－0001 千葉県東金市家之子1059
千葉県農業大学校
TEL 0475－52－5121・FAX 0475－54－0630
http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/

千葉県農業大学校の推薦入学生の募集

実　施　区　域 

平磯 

 清 掃 日 収 集 日 

白間津　大川　千田　川口　忽戸 

白子　川合　久保 

大貫　川戸　宇田　上瀬戸　下瀬戸 
牧田　椎の木原 

平舘　北千倉　南千倉　寺庭 

9/2（日） 

9/3（月） 

9/4（火） 

9/5（水） 
 

9/9（日） 

9/3（月） 

9/3（月） 

9/4（火） 

9/5（水） 

9/10（月） 
9/11（火） 



共　助 公　助

「我が家の犬・猫写真コンクール」が実施されます。応募方法については次のとおりです。皆さんのご参
加をお待ちしています。
応募作品 応募者が飼っている犬・猫の写真3枚までと、しつけ方など飼育についてのコメ

ントを原稿用紙（400字詰）1枚以内にまとめたものが対象になります。
応募資格 千葉県内在住者　　　応募期限 8月31日（金）必着
送 付 先 〒260-0001 千葉市中央区都町463－3 財団法人　千葉県動物保護管理協会

TEL 043－214－7814 FAX 043－214－7818

5

年金記録照会の取り次ぎサービス実施

税関では、海外からの引き揚げの際お預かりした次の通貨・証券などをお返ししています。
○終戦後、外地から引き揚げてこられた人が、上陸地の税関、海運局に預けられた通貨・証券など
○外地の集結地において総領事館などに預けられた証券などのうち日本に送還されたもの
返還の申し出は、預けられた本人はもとより、家族でも結構です。心当たりのある場合は問い合わせくだ

さい。
問い合わせ 〒231-8401 横浜市中区新港1－6－2 横浜第一港湾合同庁舎

横浜税関　業務部　税関相談官室　TEL 045－212－6000
〒260-0024 千葉市中央区中央港1－12－2 千葉港湾合同庁舎
千葉税関支署　総務課　　　　　　TEL 043－241－6303

終戦当時の海外引揚者やそのご家族の皆さんへ　～通貨･証券などをお返ししています～

原爆死没者の慰霊ならびに平和祈念の黙とうのお願い

年金記録漏れ問題で、木更津社会保険事務所への年金記録照会の取り次ぎサービスを実施しています。
市役所（市民課）または各支所（地域市民福祉課）で受付票に必要事項を記入していただき、市から保険事務

所へ申請し、2～3週間後には本人に加入記録が郵送されます。他の確認方法は次のとおりです。
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。
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。 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

大地震などの災害から大切な命を守るためには、日ごろの備えが大切です。この機会に、身の回りを点検し、
家族、お隣同士で災害の備えを見直しましょう。

8月30日から9月5日は「防災週間」 9月1日は「防災の日」です！

我 が 家 の 犬 ・ 猫 写 真 コ ン ク ー ル

広島市・長崎市から被爆62周年となる8月6日午前8時15分、8月9日午前11時02分に原爆死没者の冥福と世界恒
久平和を祈念して黙とうのお願いがありました。
このことに賛同していただける人は、敬けんな黙とうをお願いします。

～自らの身の安全は自ら守る～
蘆家具や大型電化製品など
は固定し、家具の上に物を
置かないようにしましょう。
蘆非常時の連絡方法、避難
場所、歩いて帰宅する場合
の経路、持ち出し品などを
日ごろから家族で確認して
おきましょう。

～自分たちの地域はみんなで守る～
蘆日ごろから、自治会などが中
心となって、地域での防災訓練
や危険箇所の確認、防災機材の
準備などをしておきましょう。
蘆日ごろから近所とのあいさつ
などを心掛け、災害時には協力
しあえるようにしましょう。

～県の防災対策～
蘆県では「千葉県地域防災計
画」を策定し、県内の防災情
報をまとめた「防災ポータル
サイト」を開設していますの
で活用ください。
http://www.bousai.pref.chiba.
lg.jp/portal/

自　助
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夏休みは、海水浴など水に親しむ機会が多くなりま
す。楽しい思い出のためにも、ルールとマナーを守り、
事故のない楽しい夏を過ごしましょう。
◎泳ぐ前には十分な準備運動をしましょう。
◎遊泳区域外では泳いではいけません。
◎監視員の注意を必ず守りましょう。
◎お酒を飲んだときや、睡眠不足、体調のすぐれない
ときに泳ぐのはやめましょう。
◎2人以上で泳ぎ、お互いを確認しましょう。
◎ゴミは持ち帰りましょう。
問い合わせ
観光プロモーション課
TEL 33－1091

千葉県では、7月1日に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」が施行されました。
この条例は、行政や事業主、団体、個人など、さまざまな立場の県民が力を合わせ、障害のある人の日々の生
活や社会参加を妨げている、建物や施設、制度などハード・ソフトの障壁（バリア）や、誤解や偏見による不
利益な取り扱いをなくし、誰もが暮らしやすい社会づくりを進めるために制定された条例です。
このような取り組みを進めるため、この条例では、①障害のある人に障害を理由として他の人と異なる不利

益な取り扱いをしないこと、および、②障害のある人の社会参加を阻む障壁（バリア）を解消することを、県
民共通の目標（なくすべき「差別」）として具体的に掲げるとともに、こうした差別をなくすための仕組みを
定めています。
障害のある人の差別に関わる問題が生じた場合には、まず各地域に設置された相談専用ダイアルにご一報く

ださい。電話での相談の受け付けの後、各地域の相談員と専門スタッフが相談に応じます。
なお、差別をしたと言われている人からの相談にも応じています。
相談および問い合わせ
安房地域の相談窓口　安房健康福祉センター内　相談専用電話番号　23－6900
（受付日時：月～金9：00～17：00祝日、振替休日、年末年始を除く）
電話での相談が困難な場合は、FAX 043－222－4133でも受け付けています。
千葉県健康福祉部障害福祉課障害者計画推進室
〒260－8667 千葉市中央区市場町1－1
TEL 043－223－1020、1019（相談用） FAX 043－222－4133
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_syoufuku/keikaku/sabetu/sabetu.html

障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例（平成19年7月1日施行）

水の事故にご注意を！

在宅心身障害児（者）に対するプール施設の入園料減免

在宅心身障害児（者）が、次の施設を利用する際、入園料が全額免除されます。

利用手続
（１） 免除の対象者は、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者およびその付添人

１人とし、料金の免除は入園料のみです。（駐車料金などは含みません）
（２） 利用者は、施設利用当日、窓口に身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示す

るとともに、窓口に用意してある減免申請書に氏名などを記入してください。

 

利用施設名 利　用　期　間 問　い　合　わ　せ 

富津公園ジャンボプール 

富津公園屋内温水プール 通　　年　　　※事前に専用使用の予約が入っていないか施設に確認してください。 

9月2日（日）まで 富津公園管理事務所TEL　0439－87－8887
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自衛隊千葉地方連絡部では、国家防衛の重責を担うたくましい青年を募集します。なお、募集種目、資格、受
付期間などは下記のとおりです。 問い合わせ 自衛隊千葉地方連絡部館山募集事務所　TEL 22－0385

（注）1 募集人員欄中、（ ）内は女子の募集人員で、内数です。
2 ※1：平成20年3月中学校・高等学校卒業予定者、中等教育学校前期課程修了予定者または中等教育学校卒業予定者
の受け付けについては、上表に関わらず、文部科学・厚生労働両省から示された期日以降実施します。
3 資格欄中の「高卒」は中等教育学校卒業者を、「中卒」には中等教育学校の前期課程修了者をそれぞれ含みます。
4 応募資格年齢の起算日は、募集種目ごとに異なっていますので、それぞれの募集要項で確認してください。
5 募集人員は、予定数であり変更される場合がありますので、自衛隊地方協力本部で確認してください。
6 その他、詳細については、それぞれの募集要項または自衛隊地方協力本部で確認してください。

募集種目 募集人員 資　　格 受付期間 試験期日 合格発表 入（校）隊 待遇・その他 

 
大
卒
な
ど 

高

卒

な

ど 

中
　
　
卒 

免
許
取
得
者 

貸費 
学生 

防衛 
大学校 
学生 

技術 

一般 ３７０人 
(３５人) 

１３０人 
(１０人)

８０人 
程度 

海７０人 
(若干名) 
陸６８人 
(若干名)

陸約７０人 

陸４,２００人 
(１５６人) 
海１,１７０人 
(７５人) 
空１,１００人 
(１１０人) 

陸２５０人 

３人 

推薦 

１１人 

大学の理学部、工
学部の３・４年次ま
たは大学院修士課
程在学（正規の修
業年限を終わる年
の４月１日現在で２６
歳未満（大学院修
士課程在学者は２８
歳未満）） 

高卒（見込含む）２１
歳未満の人(自衛官
は２３歳未満)

高卒（見込含む） 
２１歳未満の人 

高卒（見込含む） 
２１歳未満の人 

高卒（見込含む） 
２１歳未満の人 

高卒（見込含む） 
２４歳未満の人 

１８歳以上 
２７歳未満の人 

中卒（見込含む） 
１７歳未満の男子 

 看護師免許を有し、
保健師・助産師免許
を有する人（見込含
む）で３６歳未満の人 

４月分から正規
の修業年限を終
わる月まで毎月
５４,０００円貸与 

修学年限４年 
卒業後１年で 
３等陸・海・空尉 

修学年限６年 
医師免許取得後
２等陸・海・空尉 

入隊後約６年で
３等海・空尉 

修学年限３年 
看護師免許取得後
２等陸曹 

入隊後２年９月経
過以降選考により
３等陸・海・空曹 

修学年限４年 
卒業時３等陸曹 

２等陸曹～陸曹
長で採用（経験
年数などにより
異なる）。 

１２月上旬 
　  ～ 
２０年 
１月中旬 

９月７日～ 
９月２８日 
※１ 

９月５日～ 
９月７日 
※１ 

９月７日～ 
９月２８日 
※１ 

８月１日～ 
９月７日 
※１ 

９月７日～ 
９月２８日 
※１ 

８月１日～ 
９月７日 
※１ 

１１月１日～ 
２０年１月８日 
※１ 

９月７日～ 
９月２８日  

１次　９月２２日 
２次 
１０月１３～１８日 
３次 
１１月１１日 
　  ～１２月７日 

１次 
１０月１４日 
２次 
１１月１７・１８日 

１次 
９月１７日 
２次 
１０月５～１２日 

１次 
２０年１月１２日 
２次 
２０年１月２５日 
　　  ～２８日  

　１１月１８日 

１次　 
２０年１月２１日 
最終 
２０年２月１９日 

２０年１月１０日 

１次 
１０月１日 
最終 
１１月１４日 

１次 
１０月５日 
２次 
１１月１日 
最終　 
２０年１月２５日 

１次 
１１月１日 
最終 
２０年１月１０日 

１次 
１１月１０・１１日 
２次 
１２月１１～１４日 

１次 
１１月３・４日 
２次 
１２月５～７日 

９月２３・２４日 １１月８日 

１次 
１２月５日 
最終　 
２０年２月１５日 

１次 
１１月２７日 
最終　 
２０年２月１５日 

２０年２月上旬 ２０年４月下旬 卒業（修了）後 

２０年４月上旬 

２０年４月上旬 

２０年３月下旬 
～４月上旬 

２０年３月下旬 
～４月上旬 

２０年３月下旬 
～４月上旬 

２０年４月上旬 

２０年４月上旬 

 

防衛医科 
大学校学生 

航空学生 

看護学生 

一般曹候補生 

自衛隊生徒 

陸上自衛官 
（看護） 



【一般書】
きもの・ゆかたヘアアレンジ　　　　松本　ルミ
代表作時代小説　平成19年度　　 日本文芸家協会
むし歯・歯周病　　　　　　　　　　花田　信弘
独り群せず　　　　　　　　　　　　北方　謙三
捨てる神より拾う鬼　　　　　　　　佐藤　雅美
影絵の騎士　　　　　　　　　　　　大沢　在昌
地球のためにわたしができること　　枝広　淳子
ありがとう、さようなら　　　　　　瀬尾　まいこ
ロスト・チャイルド　　　　　　　　桂　美人
夜明けの街で　　　　　　　　　　　東野　圭吾
【児童書】
ざりがにのあかくん　　　　　　　　高家　博成
とんかちくんとのこぎりくん　　　　中川　ひろたか
妖界ナビ・ルナシリーズ　1～10 池田　美代子
祇園精舎　　　　　　　　　　　　　山本　孝
わたしのママはまほうつかい　　　　カール　ノラック
へんしんとびばこ　　　　　　　　　あきやま　ただし
見えざるピラミッド　　上・下　　　ラルフ　イーザウ
真珠のドレスとちいさなココ　　　　ドルフ　フェルルーン
少年野球　　　　　　　　　　　　　中村　順司
雑木林で虫さがし　　　　　　　　　グループ　コロンブス
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　安房医師会病院 

 

　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　　　　 

 

　安房医師会病院　 

 

　安房医師会病院　 

　館山病院　　　　 

　勝山クリニック 

25－5111 

 

25－5111 

04－7092－1207 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

 

25－5111 

 

25－5111 

55－2125 

 

25－5111 

 

25－5111 

22－1122 

55－2138 

（館山） 

 

（館山） 

（鴨川） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（鋸南） 

 

（館山） 

 

（館山） 

（館山） 

（鋸南） 

◇8月の救急当番医◇ 

8月　4日（土）午後 

 

8月　5日（日） 

 

 

8月11日（土）午後 

 

8月12日（日） 

 

 

8月18日（土）午後 

 

8月19日（日） 

 

 

8月25日（土）午後 

 

8月26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）◇

現在、認定司法書士（簡易裁判所の代理権を有する司法書士）を中心とする、司法書士有志は多重債務問題に積
極的に取り組んでいます。いまだに多数の市民が多重債務問題に苦しんでいる現状を踏まえ、南房総市・館山市・
鴨川市・鋸南町在住者を対象としてサラ金多重債務の無料法律相談を行います。
期　　間 7・8月中
方　　法 相談日前日までの完全予約制で、相談時間は、1件あたり1時間とします。

予約は各事務所で直接受け、管理も行います。
※当日の相談予約は受け付けません。電話相談は行いません。
相談者はサラ金などへの振り込みの控え、カード、契約書などを持参してください。

安房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。相談は無料です。事前の予約が必要です。女性のため

の健康相談 相談日 

8月20日(月) 14:00～16:00 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

 
毎週月～金 
 

毎週土・日 
 

毎週水・金 

毎週土 

毎週月 

①午後 5時～ 6時　  ②午後 6時～ 7時 

①午前 9時～10時　  ②午前10時～11時 

③午前11時～12時 

①午後 5時～ 6時　  ②午後 6時～ 7時 

①午前10時～11時　  ②午前11時～12時 

①午後 5時～ 6時　  ②午後 6時～ 7時 

相談日時および場所　各司法書士事務所 

司法書士名 場　所 電話番号 相　談　日　時 

石 井 輝 夫 
 

江 澤 正 志 
 

酒 井 敏 行 
 

堀 川 　 貢 

館山市北条 
 

館山市北条 
 

南房総市千倉町 
 

館山市北条 

25－5885 
 

28－4333 
 

44－1759 
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