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No.8 
2006 
平成18年 

日 日 曜 行　　　　　事 

1 金 

2 土 
 

3 日 

4 月 

5 火 

6 水 

8 金 

7 木 

11 月 千倉地区行政相談　千倉支所     10:00～15:00 
育児相談　和田地域福祉センター    13:30～15:30 

◇人権週間 
人権相談　とみうら元気倶楽部   10:00～15:00

◇歳末助け合い運動 
結婚相談　ちくら介護予防センター 13:30～16:00

◇大雪 
献血　千倉支所　　　　　　　　　　9:00～11:30 
　　　千倉保健センター　　　　　 13:15～15:30 
健康相談　富山保健福祉センター   10:00～11:30 
人権相談　千倉支所　      　　　   10:00～15:00 
育児相談　富山保健福祉センター　 13:30～15:30

ふるさと美化運動（和田地区） 

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 

◇針供養 
人権相談   丸山保健福祉センター    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 
富山地区行政相談　   富山支所       13:30～16:00 
白浜地区地域審議会　白浜支所       13:30～（傍聴あり） 

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 
育児相談　千倉保健センター 　13:15～15:45 

◇年賀郵便受付 
三芳地区行政相談　三芳支所 　　 10:00～15:00 
健康相談　和田地域福祉センター  13:30～15:00 
                                   （※管理栄養士もいます） 

◇官庁御用納め 

曜 行　　　　　事 

19 火 

健康相談　千倉保健センター         13:30～15:00 
白浜地区行政相談 白浜保健福祉センター13:30～16:00

育児相談　三芳保健福祉センター    10:00～11:30

◇冬至 
健康相談　三芳保健福祉センター  10:00～11:30 

（※管理栄養士もいます） 
健康相談　白浜保健福祉センター  13:30～15:00 

◇クリスマス 
固定資産税第3期および国民健康保険税第6期納期限 

和田地区行政相談 和田地域福祉センター13:30～16:00 

◇天皇誕生日 

献血　丸山公民館　　　　　    10:30～12:00 
　　　和田地域福祉センター    13:30～15:30 

◇大みそか 

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 

31 日 

17 日 

18 月 

16 土 

15 金 

14 木 

富浦地区行政相談 とみうら元気倶楽部13:30～16:00 

9 土 

10 日 

献血　ホテル南海荘 　　　  　 10:45～11:45 
　　　白浜支所　　　　　   　 13:30～16:30

◇障害者の日 

◇冬の交通安全運動（～31日） 

育児相談　白浜保健福祉センター    9:30～11:30

　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。12月は女性医師による相談を行い
ます。相談は無料です。事前の予約が必要です。 

　被害者の精神的なショックや苦痛を少しでも和らげること
を目的に、カウンセリングを行っています。 
～千葉県警察犯罪被害カウンセラーチーム（アクト）～ 

　犯罪の被害者やご家族の受けた心の傷に対し、精神的なケ
アを行うチームです。ひとりで悩まず、事件を担当した警察
官に「アクトの人をお願いします」と声をかけてください。 

　犯罪や交通事故に遭われた人やその家族、遺族の精神的な負担など
を軽減し、被害から立ち直るために、さまざまな支援を無料で行って
います。 
受付時間　月～金（祝日、年末年始除く）10:00～16:00 
問い合わせ（社）千葉犯罪被害者支援センター 
TEL　043－221－3010　ホームページ　http://www.chibacvs.gr.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　 

女性のための健康相談女性のための健康相談 女性のための健康相談女性のための健康相談 女性のための健康相談 

カウンセリング制度カウンセリング制度 カウンセリング制度カウンセリング制度 カウンセリング制度 ひとりで悩まないで・・・ひとりで悩まないで・・・ ひとりで悩まないで・・・ひとりで悩まないで・・・ ひとりで悩まないで・・・ 

月　日 

12月18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 
TEL  22－4511

時　間 場　所 申込および問い合わせ 



対象児：平成18年8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5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 
12月8日（金） 12：45～13：00 とみうら元気倶楽部 

受付時間 場　　所 

健康増進課から 申込先・問い合わせ　 TEL 36－1152
予防接種【12月の予防接種（集団）日程】

月　日 
12月6日（水） 12：45～13：00 千倉保健センター 

受付時間 場　　所 

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。

【4カ月児健康診査】

【1歳6カ月児健康診査】

12月13日（水） 
月　日 

12：45～13：00 富山保健福祉センター 
受付時間 場　　所 

対象児：平成15年5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】

【大腸がん検診】対象者：40歳以上

場　　所 月　日 

12月4日(月)

8:30～9:10 

9:20～9:50 

10:00～10:20 

10:30～11:00

 8:30～9:00 

9:10～9:30 

9:40～9:50 

10:00～10:20 

 三芳保健福祉センター 

上滝田公民館 

滝田公民館 

稲都公民館 

三芳保健福祉センター 

上滝田公民館 

滝田公民館 

稲都公民館 

受付時間 場　　　所 月　日 受付時間 場　　　所 

12月5日(火)

対象児：平成18年6月6日から平成18年9月6日生まれで
BCGの接種が済んでいないお子さん

月　日 
12月5日（火） 13：40～13：50 富山保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

【ＢＣＧ】

●エコドライブ10のすすめ！！●
地球温暖化・大気汚染を防ぐため、エコドライブをしましょう。皆さんのご協力をお願いします。
1．やさしい発進を心がけましょう ―普通の発進より少し緩やかに発進しましょう―
2．加減速の少ない運転　―安全な定速走行に努めましょう―
3．早めのアクセルオフ　―エンジンブレーキを積極的に使いましょう―
4．エアコンの使用を控えめに　―気象条件に合わせて、こまめに温度・風量調整を行いましょう―
5．アイドリングストップ　―無用なアイドリングはやめましょう―
6．暖気運転は適切に　―エンジンをかけたらすぐ出発しましょう―
7．道路交通情報の活用　―道路情報を確認して余計な走行を避けましょう―
8．タイヤの空気圧をこまめに確認　―確実な点検・整備を実施しましょう―
9．不要な荷物は積まずに走行　―運ぶ必要のない荷物は車から下ろしましょう―
10．駐車場所に注意　―渋滞などをまねく違法駐車はやめましょう―

エコドライブで燃料の節約もできます。

●犯罪被害給付制度●
通り魔殺人などの故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族や、身体に重大な負傷または疾病を受けた被

害者および障害が残ることとなった被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が一定の給付金を支給し、その
精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。
給付金には蘆遺族給付金…………亡くなった場合

蘆障害給付金…………障害が残った場合
蘆重傷病給付金………重大な負傷または疾病にかかった場合（療養期間が1カ月を超え、かつ一定の要件を

満たす場合）の3種類があり、いずれも一時金として支払われるものです。
※ 犯罪による被害でも……
蘆親族間の犯罪や被害者にも原因がある場合には、給付金の全部または一部が支給されないことがあります。
蘆労災保険などの公的補償を受ける場合や損害補償を受けたときは、その額と給付金とが調整されます。
などの制限が定められているほか、申請できる期間が定められています。

問い合わせ 千葉県警察本部犯罪被害者対策室　TEL 043－227－9131（代表）内線2666・2668

●狂犬病予防注射●
平成18年度の狂犬病予防注射を
受けていない犬が、市内でもまだ
います。狂犬病予防注射は法律で
決められている飼い主さんの義務
です。必ず狂犬病予防注射を受け
させましょう。
また、飼い犬がすでに死亡して
いる場合は、お住まいの支所また
は本庁にご連絡ください。

問い合わせ 環境保全課
TEL 33－1054



市では、雪国の雄大な自然の中で市民が交流を深め、健康や体力の維持向上を図り、安全で正しいスキーの基礎的な知識および技
能の習得を図ることを目的にスキー教室を開催します。スキー実技は、市体育指導委員が指導します。

行　　程 平成19年2月9日(金)
丸山公民館発(19:30)⇒館山道市原ＳＡ(21:00)～湾岸道～首都高～関越道三芳ＰＡ(23:00)
～赤城高原ＳＡ(0:00)～沼田ＩＣ⇒ホテルみさわ着(2:00) 2月10日(土)終日スキー
平成19年2月11日(日)
ホテルみさわ発(14:00)⇒沼田ＩＣ～関越道～高坂ＳＡ(17:00)～首都高速～湾岸道
～館山道市原ＳＡ(18:50)～丸山公民館着(20:40)

場　　所 ホワイトワールド尾瀬岩鞍(群馬県利根郡片品村)
(宿泊場所　ホテルみさわ　〒378－0412 群馬県利根郡片品村土出384 TEL0278－58－7241)

対　　象 南房総市在住、または在勤者
募集人員 70人(初心者・初級者30人／経験者40人) 交通手段　大型バス3台

※ 小学4年生以下は保護者同伴のこと。定員を超えた場合は抽選とします。参加者決定後、事前説明会を行います。
参 加 費 17,000円(レンタル料・リフト代および一部食事代は含みません)
申込方法 氏名・住所・電話番号・生年月日・レベル(初級者・経験者)レンタル希望の有無を電話、はがきまたはFAXで申し込みく

ださい。また、予約取消する場合は、取消料が発生する場合がありますのでご了承ください。
申込期限 12月22日(金)午後5時30分必着
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 宛　TEL 46－2964 FAX 46－4059
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浄化槽の管理者(所有者)は、浄化槽法の規定により県が指定する検査機関(千葉県浄化
槽検査センター)による検査を受けなければなりません。この検査は、第三者の立場で
公正に浄化槽の設置工事、保守点検・清掃が適正に行われているかどうかを確認するた
めの大事な検査です。必ず受検しましょう。
＊法第7条検査(設置後検査)
使用開始後3カ月を経過した日から5カ月の間に受けなければなりません。
この検査は、浄化槽の設置工事などが適正に行われているかどうかを確認するものです。
・検査手数料は10人槽以下10,000円です。
＊法11条検査(定期検査)

この検査は、年1回、保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能を発揮しているかどうか
を確認するものです。
・検査手数料は10人槽以下5,000円です。
問い合わせ　環境保全課　TEL 33－1054

ス キ ー 教 室 の 開 催

法 定 検 査 を 必 ず 受 け ま し ょ う ！

特別給付金の最終償還を迎えた戦傷病者の妻に、改めて特
別給付金が支給されます。
対　　象 ①今年国債の最終償還を迎えた人

・平成18年10月1日に、夫が増加恩給・特例傷病
恩給・障害年金を受けている妻
・平成15年3月31日までに、夫が公務傷病や勤務
関連傷病で亡くなられた妻
・平成8年10月1日から平成15年3月31日までの
間に、夫が一般の病気などで亡くなられた妻
②平成15年4月1日までに戦傷病者として増加恩
給・傷病年金・特別傷病恩給・障害年金を受け
ている夫と結婚した妻

請求期限 平成21年9月30日　
請求先および問い合わせ

社会福祉課　TEL 36－1151および各地域福祉課

平成22年に開催される全国障害者スポーツ大会は、国内最大
の障害者スポーツの祭典です。全国に感動の輪が広がるような
「スローガン」をお寄せください。
募 集 期 限 12月9日(土)当日消印有効　
応 募 資 格 どなたでも応募することができます。
賞 　 　 品 最優秀賞1点10万円　優秀賞3点　各1万円　

※入賞者が中学生以下の場合は、賞金相当の賞品を
差し上げます。

応 募 方 法 ①官製はがきおよびインターネット(インターネッ
トの場合、応募専用フォームを利用ください)
②郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、職業
(学校名)、性別を記入ください。

問い合わせ 〒260－0013 千葉市中央区4－13－28
第65回国民体育大会・第10回全国障害者スポーツ大
会千葉県準備委員会事務局内「スローガン募集係」宛
TEL 043－223－2069
ホームページ　http://kokutai-2010chiba.jp

第10回全国障害者スポーツ大会
「スローガン」募集

問い合わせ・受検申込・連絡は
千葉県浄化槽検査センター　　

TEL043－246－6283に
お願いします

戦傷病者の妻に対する特別給付金の支給



世界各地で多発する自然災害や地域紛争などによる犠牲者の緊急救援および発展途上
国赤十字社の行う保健衛生､災害対策事業などの開発協力を行うための資金の募集です。
期　　　間 12月1日(金)から12月25日(月)まで
義援金受付 ① ＮＨＫ各放送局　② 全国郵便局　③ 農業・漁業協同組合

④ 取り扱い表示のある各金融機関　 ⑤ 赤十字の各施設
⑥ 社会福祉課および各地域福祉課

問い合わせ 日本赤十字社千葉県支部振興課 TEL 043－241－7531
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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　　　　 
　勝山クリニック　 
 
　安房医師会病院 
　鋸南病院　　 
　　 
　安房医師会病院 
　館山病院　　　 
　石渡医院　 
　　　 
　安房医師会病院　 
　赤門整形外科内科 
 
　安房医師会病院　 
　富山国保病医院 
 
　安房医師会病院　 
　館山病院 

25－5111 
 
25－5111 
47－2021 
04－7092－1207 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122 
 
25－5111 
 
25－5111 
55－2125 
55－2138 
 
25－5111 
55－2125 
 
25－5111 
22－1122 
04－7095－3011 
 
25－5111 
22－0008 
 
25－5111 
58－0301 
 
25－5111 
22－1122

（館山） 
 
（館山） 
（和田） 
（鴨川） 
 
（館山） 
 
（館山） 
（館山） 
 
（館山） 
 
（館山） 
（鋸南）
（鋸南） 
 
（館山） 
（鋸南） 
 
（館山） 
（館山） 
（鴨川） 
 
（館山） 
（館山） 
 
（館山） 
（富山） 
 
（館山） 
（館山） 

◇12月の救急当番医◇ 
12月　2日(土)午後 
 
12月　3日(日) 
 
 
 
12月　9日(土)午後 
 
12月10日(日) 
 
 
12月16日(土)午後 
 
12月17日(日) 
 
 
 
12月23日(土) 
 
 
12月24日(日) 
 
 
 
12月29日(金) 
 
 
12月30日(土) 
 
 
12月31日(日) 
 
 

【一般書】
図説百人一首　　　　　　　　　　　石井　正己
和食がいちばん　　　　　　　　　　集英社
治す・防ぐ・若返る健康医学事典　　日野原　重明
月下の恋人　　　　　　　　　　　　浅田　次郎
勘違いことばの辞典　　　　　　　　西谷　裕子
Ｋの日々　　　　　　　　　　　　　大沢　在昌
奸婦にあらず　　　　　　　　　　　諸田　玲子
恋は、あなたのすべてじゃない　　　石田　衣良
還らざる道　　　　　　　　　　　　内田　康夫
振袖ヘアコレクション152種　　　　主婦と生活社

【児童書】
サンタクロースはおもちゃはかせ　　マーラ　フレイジー
ぼくにもそのあいをください　　　　宮西　達也
クリスマスの子犬　　　　　　　　　Ｒ.Ｇ.イントレイタ
へんしんコンサート　　　　　　　　あきやま　ただし
もりのてがみ　　　　　　　　　　　片山　令子
十二支のことわざえほん　　　　　　高畠　純
ともだちおまじない　　　　　　　　内田　麟太郎
干し柿　　　　　　　　　　　　　　西村　豊
アンジェリーナおねえさんになる　　ヘレン・クレイグ
中国の歴史　1～10 集英社

※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）◇

寄せ植え教室
ハンギングバスケット(壁掛けふうにできる！)

～あなたのやさしさを～　平成18年度「ＮＨＫ海外たすけあい」キャンペーン

問い合わせ　千倉公民館　TEL 44－3121

お宅のお正月を寄せ植えの花で、雰囲気を変えて
みませんか？ぜひ、ご参加ください。
日　　時 12月15日(金)

午後1時30分から午後3時30分まで
場　　所 千倉公民館
募集人員 25人
参 加 費 2,500円位(器料金含む)
講　　師 落合　哲平先生
申込期限 12月8日(金)
持 ち 物 ゴム手袋・エプロン

花バサミ
ビニール風呂敷

日　　時 12月25日(月) 場　　所 千倉公民館
申込期限 12月11日(月) 講　　師 長谷川　博先生
◆親子で凧づくり教室(小学生1年生から3年生まで)
材 料 費 1,000円
時　　間 午前9時から正午まで
募集人員 親子15組　　　　　
持 ち 物 タオル・はさみ
◆連凧づくり教室(小学生4年生から6年生まで)
材 料 費 2,000円
時　　間 午後1時から午後4時まで
募集人員 15人
持 ち 物 タオル･はさみ･三角定規･50cm物差し･鉛筆2Ｂ･持ち帰り用袋物

凧づくり教室
お正月・家族で凧揚げしてみませんか！

認定農業者を対象に税制、制度賃金、農業法人化などの講演と個別相談会が開催されます。
日　　時 12月6日（水） 午後1時30分から
場　　所 鴨川グランドホテル（鴨川市） 参　加　費 1,000円
申込期限 12月1日（金） 問い合わせ 農業振興課　TEL 33－1071

認定農業者の皆さんを対象にした研修会


