
1

広 

報 

お 知 ら せ 版 

ホームページアドレス  http://www.city.minamiboso.chiba.jp
南房総市　秘書広報課　TEL0470-33-1002　FAX0470-20-4591　平成18年9月28日発行 

101010月号月号 月号月号 月号 

No.5 No.5 
2006 2006 
平成平成1818年 

No.6 
2006 
平成18年 

31 火 

日 日 曜 行　　　　　事 

1 日 

2 月 

3 火 

4 水 

5 木 

6 金 

8 日 

7 土 

11 水 

◇目の愛護デー 
人権相談　とみうら元気倶楽部    10:00～15:00 
千倉地区行政相談　千倉支所      10:00～15:00 
「ようこそ千葉へ！あったか千葉のおもてなし講習会」 
　館山市コミュニティセンター  13:00～16:30 
育児相談　和田地域福祉センター   13:30～15:30 
富浦地区行政相談 とみうら元気倶楽部13:30～16:00 
市政懇談会(平群)富山コミュニティセンター 19:00～ 

富山地区行政相談　富山支所     13:30～16:00 
市政懇談会(岩井)富山公民館　  19:00～  　　 

◇十五夜 
結婚相談　ちくら介護予防センター 13:30～16:00 
健康相談　白浜保健福祉センター   13:30～15:00 

育児相談　丸山保健福祉センター　  10:00～11:30 
健康相談　丸山保健福祉センター　  13:30～15:30 

（※管理栄養士もいます） 

◇共同募金 
富山ふせひめ体育大会　　　　   9:00～ 
秋の大そうじ（三芳地区） 
ふるさと美化運動（和田地区） 
市政懇談会(八束)市役所別館大会議室  19:00～ 

◇寒露 
宮下莫越山神社秋季例祭（丸山地区） 
伏姫旗争奪千葉県小中学校剣道大会（富山地区） 8：50～ 
白浜地区体育祭　8：30～ 

市政懇談会(富浦)市役所別館大会議室19:00～ 

育児相談　千倉保健センター    13:15～15:45

献血 三芳保健福祉センター10:00～11:45 13:00～13:45 
国民健康保険税第3期納期限 

◇体育の日 

人権相談　白浜支所　　　　　10:00～15:00

大宮区・深名区祭礼（富浦地区） 

◇違反建築防止週間 
人権相談　三芳農村環境改善センター10:00～15:00

市政懇談会(長尾)白浜フローラルホール 19:00～ 

和田地区行政相談 和田地域福祉センター13:30～16:00 

国民健康保険税第4期および市県民税第3期納期限 

曜 行　　　　　事 

17 火 

18 水 

19 木 

◇統計の日 
白浜地区行政相談　白浜保健福祉センター13:30～16:00

◇行政相談週間 
育児相談　とみうら元気倶楽部    9:30～11:30 
健康相談　とみうら元気倶楽部  14:00～15:30 
健康相談　富山保健福祉センター  10:00～11:30 
（※管理栄養士もいます） 
育児相談　富山保健福祉センター 13:30～15:30 
市政懇談会(三芳)三芳農村環境改善センター19:00～ 

南房総市合併記念式典　白浜フローラルホール 
　　　　　　　　　　　　 14:00～   

育児相談　白浜保健福祉センター    9:30～11:30 
育児相談　三芳保健福祉センター  10:00～11:30

南房総市三芳・白浜・千倉文化祭（～29日まで） 
　　　　　　　　　　　　　　　  9:00～ 

平群天神社祭礼（富山地区） 

◇土用 
健康教室（千倉地区）朝夷小 
人権相談　丸山保健福祉センター   10:00～15:00 
三芳地区行政相談 三芳農村環境改善センター10:00～15:00 
丸山地区行政相談   丸山保健福祉センター 10:00～15:00 
健康相談　和田地域福祉センター   13:30～15:00 

三芳地区体育祭　　　 　　　  9 :00～ 
高齢者体力テスト（千倉地区） 
北三原さわやかスポーツ大会（和田地区） 

◇霜降 
健康相談　三芳保健福祉センター 10:00～11:30 
健康相談　千倉保健センター     13:30～15:00 

◇読書週間 
石堂諏訪神社秋季例祭（丸山地区） 
もぐもぐ教室 丸山保健福祉センター  13:30～15:30 
市政懇談会(白浜)白浜小学校体育館  19:00～ 

12 木 

13 金 

15 日 

16 月 

20 金 

22 日 

23 月 

21 土 

 

24 火 

25 水 

26 木 

27 金 

28 土 

29 日 

30 月 14 土 

小野派一刀流流祖忠明杯争奪剣道大会（丸山地区） 

9 月 

10 火 

安房スポ・レク祭 
ワダリンピック（和田地区） 
親善ソフトボール大会（丸山地区） 

千倉の秋まつり（～8日まで） 
丸郷神社秋季例祭（丸山地区） 
安馬谷八幡神社秋季例祭・古川青年会秋祭り 
　　　　　　　　　　　 （丸山地区）～8日まで 
和田･北三原･松海中組東組地区合同祭礼（～8日まで） 

秋季例祭・庖丁式奉納（高家神社）千倉地区 
敬老演芸会　富浦ロイヤルホテル　  13:00～15:30

たか　べ 



対象児：平成18年6月15日までに生まれ、4カ月児健康診査
が済んでいないお子さん

対象児：平成17年3月31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
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乳幼児健康診査

月　日 
10月25日（水） 12：45～13：00 丸山保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

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。対象は、小学生とその家族です。

健康増進課から 申込先・問い合わせ　 TEL36－1152
予防接種【10月の予防接種（集団）日程】

月　日 
10月13日（金） 12：45～13：00 和田地域福祉センター 

受付時間 場　　所 

女 性 の た め の 健 康 相 談 家 族 ふ れ あ い 料 理 教 室

月　日 
10月20日（金） 13：00～13：15 千倉保健センター 

受付時間 場　　所 

対象児：平成16年3月31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

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同伴をお願い
します。

【4カ月児健康診査】

【1歳6カ月児健康診査】

【2歳児健康診査】

10月18日（水） 
月　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3月31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】

検診日程
【総合検診】10月は、富山地区を対象に実施します。詳しくは、

「広報みなみぼうそう7月号」をご覧ください。

【胸部検診】

身体的・精神的な悩みに対する総合的な助言指導および健康増進の
ための情報提供を行います。相談は無料です。事前の予約が必要です。

場　　所 月　日 

10月 4日（水） 
7:00～  9:00 
10:00～10:30 
10:45～11:30

7:00～   9:00 
10:00～11:45 
11:30～11:50

7:00～   9:00 
10:00～10:30 
10:50～11:20

 富山ふれあいスポーツセンター 
岩井小学校体育館前 
合戸倉庫前 

富山ふれあいスポーツセンター 
二部花卉集荷場 
富山支所 

10月11日（水） 
7:00～  9:00 
10:00～10:30 
10:50～11:30 
11:40～12:00

富山保健福祉センター 
富山コミュニティセンター 
5分団詰所 
犬掛青年館 

富山保健福祉センター 
山田青年館 
荒川区民センター 

受付時間 場　　　所 月　日 受付時間 場　　　所 月　日 受付時間 場　　　所 

10月5日（木） 

10月12日（木） 

10月 6日（金） 

7:00～   9:00 
10:00～11:00 
11:20～11:50

富山ふれあいスポーツセンター 
富山町漁業協同組合 
小浦市場（大網） 

場　　所 月　日 

10月 5日（木） 
9:00～10:00 
10:30～11:00

9:00～10:00 
10:30～11:30

 丸山体育館 
丸山保健福祉センター 

白浜自然休養村管理センター 
白浜フローラルホール 

受付時間 場　　　所 月　日 受付時間 場　　　所 月　日 受付時間 場　　　所 

子宮がん検診（集団） 

10月6日（金） 10月 20日（金） 9:00～10:30 とみうら元気倶楽部 

申込期日 申込および問い合わせ 月　日 

10月21日(土) 10月13日（金） 9:30～13:00  白浜地域福祉課　TEL30－5120

11月3日（金） 〃 〃 〃 〃 

時　間 場　所 

白浜保健福祉センター 

申込および問い合わせ 月　日 

10月16日（月） 14:00～16:00 安房健康福祉センター 安房健康福祉センター　TEL22－4511

時　間 場　所 

（財）日本中毒情報センターでは化学物質および動植物の毒によって起
こる中毒についての応急処置や緊急情報を提供しています。
問い合わせの番号が下記のとおり変更になります。
大阪中毒110番　　℡072-727-2499 （365日24時間対応）
つくば中毒110番　℡029-852-9999 （365日9時から21時対応）
たばこ専用電話 ℡072-726-9922 （365日24時間対応）

ヘルスサポーター21講習会参加者募集
日本中毒センター無料電話相談生活習慣病の予防や健康とＱＯＬ（生活の質）の向上などを目指すヘ

ルスサポーター講習会を開催します。地区の保健推進員とともに軽い運
動や簡単な調理実習をとおし健康づくりしてみませんか。（定員20人）

申込および問い合わせ 月　日 

10月24日（火） 10：00～14：30 三芳保健福祉センター 10月16日（月）まで 
健康増進課　TEL36－1152

時　間 場　所 

対象児：平成18年4月3日から平成18年7月3日生まれでBCG
の接種が済んでいないお子さん

月　日 
10月2日（月） 13：40～13：50 富山保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

【ＢＣＧ】

【ポリオ】

月　日 
10月18日(水) 13：40～13：50

13：15～13：30
三芳保健福祉センター H11.4.19～H18.7.19

H11.5.1～H18.8.110月31日(火) 千倉保健センター 

受付時間 場　　所 対象児の範囲 

【子宮がん検診（集団）】

対象者：20歳以上の女性。今回の対象は、白浜・丸山・富浦地区です。「住民検診申込書」で申し込まれた人には、個人通知をし
ます。その他の地区は6月に実施済です。

【大腸がん検診】
対象者：40歳以上。11月から12月上旬に実施します。「住民検診申込書」で申し込まれた人には、個人通知をします。

検診の申込についての問い合わせは、10月16日（月）までに健康増進課または地域福祉課へ



新商工会名旧商工会名
富浦町商工会
富山町商工会
三芳村商工会
白浜町商工会
千倉町商工会
丸山町商工会
和田町商工会

野焼きの禁止
現在、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きが一部の例外を除き、法律（廃棄物の処理および清掃に関す

る法律）で禁止されており、違反をすると法律で罰せられます。
なお、一部の例外は以下のとおりです。
1．風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却（例　お盆の時の迎え火、送り火など）
2．農業，林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
（例　農業者が行う稲わらなどの焼却など）

3．たき火
（例　落ち葉・枯れ葉など環境におよぼす影響が軽微なもの。ただし、ビニールやプラスチックなど
は一緒に燃やすことはできません）
しかし、例外の範囲内といえ、ごみは各家庭などで燃やして処理しないことが原則です。ごみを燃やした時に発生する煙には、

ダイオキシン類が含まれているだけでなく、臭いが洗濯物についたり、家の窓を開けたりすることができません。また、ぜん息の
人には大変つらいものでもあります。草などは畑や山林の肥料として使用することも可能で、紙などはリサイクルすることができ
ますので、極力燃やさないで処理する方法を実践するようお願いします。
不要な物でどうしても資源化できない物は、「ごみの分け方・出し方」を参考にして出してください（ただし、家電4品目（テレ

ビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン）・薬品・自動車部品・産業廃棄物などを除きます）。
市民の皆さんのなお一層のご理解とご協力をお願いします。

―ジョブカフェちば出張版ｉｎ安房のご案内―
市では、千葉県が主催する「ジョブカフェちば出張版」を鴨川市

と共同で開催します。
「ジョブカフェちば出張版ｉｎ安房」では、自己分析により自分

の強みを発見し、就職のミスマッチ防止を図る「自分発見セミナー」
と専門のキャリアカウンセラーが１対１で適職診断や就職の相談に
応じる「個別相談」を行い若者の就職活動を応援します。
参加は無料ですが、完全予約制です。どちらの会場でも参加でき

ますので、希望日の1週間前までに予約をしてください。
なお、来年1月には、ジョブカフェちばなどに登録された求人情

報を提供する「求人案内セミナー」を開催する予定です。

対象者 15歳から34歳までの人
予約および申込先

希望日・希望内容をお知らせください。
商工観光課　TEL33－1091
鴨川市商工観光課　TEL04－7093－7837
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ペットの飼い方
皆さんのご家庭にいる、犬や猫などのペットを放して飼っている人が多く見受けられます。犬や猫などを放し飼いにすると、糞害

などで近隣の家の迷惑になり、知らない間にペットが妊娠するなど、非常に多くの問題が出てきます。
犬には必ず首輪や胴輪をつけ、鑑札を必ず付けましょう。猫にも首輪をつけて、どこの誰が飼い主か分かるようにしましょう。
市民の皆さん一人ひとりが小さなことに気をつけるだけで市内の環境は変わってきます。不明な点などがあればご相談ください。

10月10日は「目の愛護デー」です。
目の健康についての相談に、千葉県眼科医会会員がお答えします。

事前申込は不要です。
日　　　時 10月9日（祝・月）午前9時から午後5時まで
電 話 番 号 043－242－4271
問い合わせ 千葉県眼科医会事務局

TEL 043－275－2354

10月11日（水）から17日（火）まで違反建築防止週間です
安心して暮らすためには、建築物が安全であることがとても大切

です。
建築基準法は、生命・健康・財産を保護するため、地震や火災な

どに対する安全性に関する基準を定めています。この基準は、建築
物を建てる場合には必ず守らなければなりません。
この違反建築防止週間をきっかけに、あなたの所有する建物につ

いて、建築基準法に適合しているかどうか建築士と相談するなど点
検を心掛けましょう。
なお、この週間には一斉公開建築パトロールが実施されます。

問い合わせ 建設部管理課　建築住宅係　TEL 33－1102

10月16日（月）から10月22日（日）までです
総務省では、行政相談制度について、広く国民の皆さんに知って

いただくとともに、気軽に利用していただくため、上記期間で「行
政相談週間」を実施します。
市では、総務大臣から委嘱された行政相談委員7人が毎月、行政相

談所を開設し、皆さんからの苦情や困りごとをお聴きし、その解決
の促進を図っています。

若者の就職活動を応援!!

「 行 政 相 談 週 間 」

第24回「目の愛護デー」無料電話相談

環境保全課から 申込先・問い合わせ　 TEL33－1054

南房総市富浦商工会
南房総市富山商工会
南房総市三芳商工会
南房総市白浜商工会
南房総市千倉商工会
南房総市丸山商工会
南房総市和田商工会

南房総市内の7商工会の名称変更

開催日 

10／13(金) 鴨川市役所4階会議室 自分発見セミナー 
（定員：20人） 

個別相談会(1人30分) 
(定員：8人)

11／10(金) 南房総市役所本庁舎 
2階第1会議室 

自分発見セミナー 
（定員：20人） 

個別相談会(1人30分) 
(定員：8人)

会　　　場 
実　施　内　容 

10：00～12：00  13：00～16：10

～完了検査受けてますか～



日ごろからサークル活動に取り組んでいる県内のさまざまな団体が一堂に会し学習成果の発表や学習情報を提供しあう県内
最大の生涯学習の祭典です。
ホールでの幼児から高齢者までの多彩なステージ発表。また、絵画・書道・生け花をはじめとす

る数々の作品展示、学校紹介のコーナーなどを行います。
野外広場では、各種の体験活動やパフォーマンス、成果品や特産品などの販売があります。
各会場で、施設の特色を生かした催しがいっぱいです。多くの皆さんのご来場をお待ちしています。
開 催 日 時 10月21日（土）・22日（日）の2日間

午前9時30分から
開 催 会 場 南総文化ホール・館山市コミュニティセンター・千葉県生涯大学南房学園・千葉県立安房博物館
主 な 催 物 ◇ステージ発表　作品展示　体験活動　成果品・特産品販売など

◇シンポジュウムin生涯学習フェスティバル「学ぶ喜び　私と生涯学習」
日　時：10月21日（土）午後1時15分から午後2時50分まで
場　所：南総文化ホール（小ホール）

問い合わせ 千葉県生涯学習フェスティバル実行委員会事務局〔千葉県生涯学習課TEL043－223－4072〕
ホームページ：[9月下旬開設予定] http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/
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◇10月の救急当番医◇ 
10月　1日（日） 
 
 
 
10月　7日（土）午後 
 
10月　8日（日） 
 
 
10月　9日（月） 
 
 
10月14日（土）午後 
 
10月15日（日） 
 
 
10月21日（土）午後 
 
10月22日（日） 
 
 
 
10月28日（土）午後 
 
10月29日（日） 

千葉県統計協会発行「2007年版県民手帳」の購入予約を受付けます。
購入を希望する人は、下記により申込ください。
県民手帳は、サイズ85×145㎜、紺色と黄色の2色があり、予定表、千葉県の各種統計資料、公共機

関などの便利な名簿を収録しております。
申　込　先 企画政策課または各支所地域総務課
申 込 方 法 電話、ＦＡＸまたは来所による申込

※FAXで申込の際は、住所、氏名、連絡先電話番号、希望の色、希望数を記入してください。
申 込 期 限 10月11日（水）

※期限後も希望があれば11月2日（木）まではお受けしますが引渡しが遅くなりますのでご注意ください。
価　　　格 500円　※代金引換により各支所地域総務課(富浦町にお住まいの人は企画政策課)で受領してください。
引渡し予定 11月上旬　問い合わせ 企画政策課　TEL 33－1001 FAX 20－4593

【一般書】
赤い指　　　　　　　　　　　　　　東野　圭吾
のっぺらぼう　　　　　　　　　　　東郷　隆
狐狸の恋　　　　　　　　　　　　　諸田　玲子
ありふれた風景画　　　　　　　　　あさの　あつこ
八月の路上に捨てる　　　　　　　　伊藤　たかみ
名もなき毒　　　　　　　　　　　　宮部　みゆき　
雨女　　　　　　　　　　　　　　　澤田　ふじ子
おやつの和み時間　　　　　　　　　集英社
くつろぎのナチュラルガーデン　　　主婦の友社
自分でできるダンボールインテリア　主婦の友社

【児童書】
ママがおこるとかなしいの　　　　　瀬川　文子
おたんじょうびのひ　　　　　　　　長谷川　義史
うしろの正面　　　　　　　　　　　小森　香折
ゲド戦記　　　　　　　　　　　　　ル・グウィン
ルリユールおじさん　　　　　　　　いせ　ひでこ
宇宙ステーションにかけた夢　　　　渡辺　英幸
山のタンタラばあさん　　　　　　　安房　直子
ねことらくん　　　　　　　　　　　やまわき　ゆりこ
はたけうた　　　　　　　　　　　　田島　征三
はっぱじゃないよぼくがいる　　　　姉崎　一馬

千葉県生涯学習フェスティバル開催

2007年版　県民手帳購入予約受付

※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）◇


