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日 日 曜 行　　　　　事 

1 土 

2 日 

3 月 

4 火 

5 水 

6 木 

7 金 

8 土 

9 日 

11 火 

◇ぼん　勤労青少年の日 
 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） 
 真浦地区祭礼（和田地区）～16日 
 海発子安神社祭礼（和田地区） 

 

◇小暑　七夕 
育児相談　白浜保健福祉センター    9:30～11:30 
和田浦・花園海水浴場安全祈願祭（和田地区） 

◇国民安全の日 

◇半夏生 
ふるさと美化運動（和田地区） 

 

◇国土建設週間 
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 
豊岡・原岡・多田良北浜海水浴場安全祈願祭（富浦地区） 

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

育児相談　千倉保健センター    13:15～15:45 
根本・名倉・塩浦海水浴場安全祈願祭（白浜地区） 
南千倉・瀬戸浜海水浴場安全祈願祭（千倉地区） 

 

貴船神社祭礼（丸山地区） 
三嶋神社祭礼（丸山地区） 

富浦地区行政相談　 
とみうら元気倶楽部　13:30～16:00

◇大暑　土用の丑 

献血　千倉支所10:45～12:45    14:00～16:30

国民健康保険税第１期および国定資産税第2期納期限 

富山地区行政相談　富山支所　   　13:30～16:00 

千倉地区祭礼（～9日） 

◇海の日 
 岩井海水浴場開設（富山地区） 

曜 行　　　　　事 

17 月 

18 火 

19 水 交通事故巡回相談　千倉支所　  　10:00～15:00 白浜地区行政相談　白浜保健福祉センター　13:30～16:00 
◇土用 
第42回南房総白浜海女まつり（白浜地区）～21日 
丸山地区行政相談　丸山中央公民館　 10:00～15:00 
育児相談　とみうら元気倶楽部       9:30～11:30
育児相談　三芳保健福祉センター    10:00～11:30 
健康相談　とみうら元気倶楽部          13:30～15:00 
健康相談　千倉保健センター              13:30～15:00

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

根本マリンキャンプ場開設（白浜地区） 
根本・名倉・塩浦海水浴場開設（白浜地区） 
和田浦・花園海水浴場開設（和田地区） 
富浦地区祭礼（～23日） 
大原地区祭礼（和田地区） 

献血 白浜支所 9:30～11:45　 13:00～15:30

和田地区行政相談　和田地域福祉センター    13:30～16:00

献血　和田地域福祉センター 　  10:30～11:30 
献血　丸山支所　　　　　　　  13:00～14:00

健康相談　三芳保健福祉センター　　 10:00～11:30 
健康相談　白浜保健福祉センター  　　13:30～15:00 
　　　  （管理栄養士もいます） 

12 水 

13 木 

14 金 

15 土 

20 木 

22 土 

23 日 

21 金 

 24 月 

25 火 

26 水 

27 木 

28 金 

29 土 

30 日 

31 月 

10 月 

◇やぶ入り 16 日 

7月は“社会を明るくする運動” 
　　　　強調月間です 

●　館山法律相談センターのご案内 ●
千葉県弁護士会が開設運営している法律相談センターです。
相談担当弁護士はすべて千葉県弁護士会法律相談センター登録の弁護士
です。安心してお気軽にご相談ください。
▽日　　　時 毎週月曜日　午後1時45分から午後4時45分まで
▽場　　　所 館山商工会議所　TEL 22－8330
▽相　談　料 1回30分＝5,250円
▽電話予約制 予約受付は平日午前10時から午後4時まで

TEL 043－227－8972

保育料の引き落とし日 
保育料の引き落とし日は、毎月25日です。 
休日の場合は、翌日となります。 

「今年は今年は億万長者が億万長者が168168人！なんなんと、昨年昨年の2倍！」 

発売期間は、7月13日（木）から8月1日（火）まで 

「今年は億万長者が168人！なんと、昨年の2倍！」 

発売期間は、7月13日（木）から8月1日（火）まで 
抽せん日は、8月11日（金） 



対象児：18年1月5日から平成18年4月5日生まれでＢＣＧ
の接種が済んでいないお子さん

対象児：平成18年3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16年12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 
7月4日（火） 13：15～13：30 千倉保健センター 

受付時間 場　　所 

月　日 
7月7日（金） 12：45～13：00 丸山保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

場　　所 月　日 
7月  3日（月） 
7月12日（水） 

12：40～12：55 
13：15～13：25

千倉保健センター 
白浜保健福祉センター 

受付時間 

骨粗しょう症検診結果説明会
骨粗しょう症検診を受診された人を対象に、結果説明会
を行います。

家族ふれあい料理教室
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 者：小学生とその家族
日　　時：7月27日（木）午前10時から午後2時まで
場　　所：三芳保健福祉センター
申込期日：7月21日（金）まで

健康増進課から 申込先・問い合わせ　 TEL36－1152
予防接種【7月の予防接種（集団）日程】

月　日 
7月11日（火） 12：45～13：00 とみうら元気倶楽部 

受付時間 場　　所 

月　日 
7月21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15年12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

7月14日（金） 
月　日 

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14年12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

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
があれば、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。
同伴がない場合は、予防接種が原因で健康被害が発生した

際の救済制度が、任意接種となりますのでご了承ください。

【ＢＣＧ】

【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】

【3歳児健康診査】

検診日程

場　　　所 対象地区 

白浜地区 

千倉地区 

14日（金）、18日（火） 
19日（水）、20日（木）、21日（金） 

25日（火）、26日（水）、27日（木）、28日（金） 

白浜自然休養村管理センター 
白浜フローラルホール 

千倉保健センター 

実　　施　　日 

【総合検診】受付時間　午前7時から午前9まで

場　　所 月　日 
7月19日（水） 8:45～9:15 白浜フローラルホール 

受付時間 

【生活習慣病検診】

場　　所 月　日 

7月14日（金） 

  7:00～   9:00 白浜自然休養村管理センター 

10:00～10:45 乙浜集落センター 

11:00～11:45 塩浦花卉野菜出荷所 

7月18日（火） 
  7:00～10:45 白浜自然休養村管理センター 
11:00～11:45 安房農協白浜支店 

7月19日（水） 
  7:00～   9:00 白浜フローラルホール 
10:00～10:45 消防団第３分団詰所 

11:00～11:45 安房農協東横渚出荷所 

7月20日（木） 
  7:00～   9:00 白浜フローラルホール 
10:00～10:45 本郷コミュニティセンター 
11:00～11:45 川下会館 

7月21日（金） 
  7:00～   9:00 白浜フローラルホール 
10:00～10:45 砂取事務所 
11:00～11:45 根本集会場 

7月25日（火） 
  7:00～   9:45 千倉保健センター 
10:15～10:45 大川用水脇 
10:55～11:45 白間津コミュニティ集会所 

7月27日（木） 
  7:00～   9:45 千倉保健センター 
10:15～10:40 忽戸コミュニティ集会所 
10:50～11:15 平舘コミュニティ集会所 

7月28日（金） 
  7:00～   9:45 千倉保健センター 
10:15～10:45 千倉漁村センター（平舘） 
10:55～11:35 千倉公民館 

7月26日（水） 

  7:00～   9:45 千倉保健センター 
10:15～10:40 平磯コミュニティ集会所 
10:50～11:10 南部漁村センター（千田） 
11:20～11:50 川口天草倉庫前 

受付時間 

【胸部検診】

麻しん(はしか)は、初春から初夏にかけて流行します。今年は、千葉県内でも集団発生が見られています。
感染力が強く、かかると1週間以上高熱が続き、咳・鼻汁・目の充血などの後、全身に発しんがでます。かかった人の約３割の人が肺炎
や脳炎などの合併症を起こすといわれています。外出から帰った時や食事の前の「うがい・手洗い」が予防に効果的です。また、麻しん
にかかったことが無く、予防接種を受けてない人は、早めに接種しましょう。予防接種を受けても、感染する場合がありますが、受けて
ない人に比べ軽く済むといわれています。

麻しん（はしか）にご注意！麻しん（はしか）にご注意！麻しん（はしか）にご注意！

検診を申込みしていない人で、受診を希望する場合
は10日前までにご連絡ください。
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医療機関などから国民健康保険・老人保健に提出さ
れた診療報酬明細書の仕分け業務などを行う臨時職員
を募集します。
募 集 人 員　3人
勤　務　地 富山支所
資　　　格 年齢60歳まで（学生不可）
給　　　与 時給750円および通勤費に相当する賃金
時　　　間 午前8時30分から午後5時15分まで

月10日以内勤務（土・日・休日を除く、
市が指定する日で、勤務できる日）

期　　　間 7月下旬から6カ月間
応 募 方 法 履歴書（写真添付）を7月5日まで、市民

課に提出してください。
問い合わせ 市民課保険年金係　TEL33－1051

臨 時 職 員 募 集

県では、身体障害者補助犬（盲導犬・介助犬・聴導
犬）を育成し、給付することにより、重度身体障害者
の就労など社会活動への参加を促進し、その福祉の増
進を図ることを目的とした事業を行っています。
身体障害者補助犬の給付を希望される人は、お問い

合わせください。
給付対象者の範囲
盲導犬………視覚障害1級
介助犬………肢体不自由2級以上　
聴導犬………聴覚障害2級
の身体障害者手帳を所持する人
問い合わせ
福祉事務所（三芳分庁舎内） TEL 36－1151
各支所地域福祉課

身体障害者補助犬育成・給付事業

現在、市の全域で有害鳥獣による農作物の被害が多
数発生しています。その中でも、イノシシによる被害
が急増し深刻な問題となっています。
イノシシの捕獲を効果的に行うために、わなの設置

研修会を次のとおり開催します。
日　　時 7月23日（日） 午前9時から午後4時まで
場　　所 南房総市自然の宿「くすの木」

南房総市和田町上三原1244－1
定　　員 50人
資　　格 網・わな猟免許を持っている人および免許

を取得しようとしている人
費　　用 無料
申込および問い合わせ 農林振興課　TEL33－1071
申込期間 7月14日（金）まで
※定員になり次第申し込みを締め切ります。

イノシシ捕獲研修会開催

たくさんの人が茶道をたしなみ、楽しんでいること
と思います。せっかくの機会ですので、お互いの研さ
んと情報交換、また交流の連絡組織として、南房総市
茶道連盟をつくりませんか。
多くの皆さんと気軽に楽しく話し

あったり、また勉強したり相談した
りと茶道の輪を広げていきたいと思
います。興味のある人は、7月5日ま
でに、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
菅沼　正子（宗豊）TEL 57－2322（富山）
渡　　昌子（宗献）TEL 33－2662（富浦）
栗原　俊　（宗俊）TEL 43－8141（千倉）

～南房総市茶道連盟をつくりませんか！～

一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者
試験および特定品目毒物取扱者試験を行います。
試 験 日：8月2日（水）
試験会場：千葉経済大学
※県内各健康福祉センター（保健所）で
願書を配布しています。また、出願の
受付は7月12日および13日です。

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。
今月は、整形外科的な症状や疾患に関する助言および

指導を行います。
相談は無料です。事前の予約が必要です。

安房健康福祉センターから 申込先・問い合わせ　　TEL22－4511

女性のための健康相談 毒物劇物取扱者試験

場　　所 月　日 
7月21日（金） 13：00～14：00 安房健康福祉センター 

開催時間 

ふれあいスクールボランティア講座
「障害の特性やボランティアについての基礎知識と実践をとおし、係わり方を学ぶ」

ことを目的とした開放講座を開催します。
講座期間：7月22日（土）・30日（日）・8月6日（日）※3日間
場　　所：県立安房養護学校 対　　象：高校生以上 定　　員：30人（応募多数の場合は抽選）参 加 費：1,500円
講　　師：安房養護学校職員など　　申込期日：7月3日（月）必着
申込方法：官製はがき・FAX（住所・氏名・年齢・電話番号・ボランティア経験の有無を記入、高校生は学校名まで）
申込・問い合わせ：〒294－0231 館山市中里284－1 県立安房養護学校内「開放講座」事務局宛

TEL 28－1866 FAX 28－1917（教頭　森田・坂田）



期　間：6月30日（金）まで
方　法：郵便振替　送金手数料無料

加入者名 「日本赤十字社」
口座番号　00110―2―5606
通信欄には　①「ジャワ地震」と明記

② 受領書を希望する場合は、
「受領書希望」と明記してください。

問い合わせ：日本赤十字社千葉県支部　
TEL 043―241―7531

県では、平久里川流域整備計画作成のため、開催して
いる「第3回平久里川流域懇話会」の会議資料と会議録
を公開します。
日　時：7月10日(月)から7月28日(金) まで

（土日を除く、執務時間内）
場　所：安房地域整備センター、南房総市建設課、

館山市建設課、県庁河川計画課、千葉県文書館
問い合わせ：安房地域整備センター　調整課　

TEL 22－4341

市では、エネルギーの使用削減による地球温暖化防止
のため、冷房温度を控えめにしています。
そのため職員は、室温28℃でも快適に仕事ができるよ

う「ノーネクタイ・ノー上着」の服装（クールビズ）で
9月30日まで執務します。
ご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ：総務課　TEL 33－1028

開 催 日：9月23日（土・秋分の日） 会　　場：千倉漁港広場
日　　程：受　　付……8：30～ 9：50（時間厳守）

開 会 式……9：50～10：05
スタート……10㎞　 10：20 表彰式……集計終了後随時

ハーフ 10：30
種　　目：男子ハーフ…………一般年齢不問　　　 男子10㎞…………一般年齢不問

男子ハーフ…………40歳以上　　　　 男子10㎞…………40歳以上
男子ハーフ…………55歳以上　　　　　 女子10㎞…………一般年齢不問
女子ハーフ…………一般年齢不問　　　　女子10㎞…………40歳以上

参 加 料：2,500円／人
参加資格：日頃健康でレースに充分耐えられる人。なおハーフマラソンは、2時間30分以内で完走できる人とします。
申込方法：所定の申込用紙に必要事項を記入し、参加料を添えて最寄りの郵便局にお申込下さい。参加料は郵便振替

ですので所定の申込用紙以外は受付ける事が出来ません。「月刊ランナーズ」の読者はコンビニエンスス
トア対応のランナーズ大会エントリーサービスの方法による申込も可能です。また、市役所ホームページ
（http://www.city.minamiboso.chiba.jp）からも直接エントリーが出来ます。なお、ナンバーカード番号は
後日通知します。

申込・問い合わせ：〒295-0021 南房総市千倉町平舘763-11 千倉町商工会内・ロードレース千倉大会事務局
担当：栗原　　TEL：44-1331 FAX：40-1051 E-mail roadrace@awa.or.jp

申込期日：8月11日（金）必着
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◇7月の救急当番医◇ 
7月　1日（土）午後 
 
7月　2日（日） 
 
 
 
7月　8日（土）午後 
 
7月　9日（日） 
 　　 
 
 
7月15日（土）午後 
  
7月16日（日） 
 
 
7月17日（月） 
 
 
7月22日（土）午後 
 
7月23日（日） 
 
 
 
7月29日（土）午後 
 
7月30日（日） 

～南房総市誕生記念　『第36回ロードレース千倉』開催～ 

～南房総市誕生記念　～南房総市誕生記念　『第3636回ロ回ロードレース千倉ース千倉』開催～開催～ ～南房総市誕生記念　『第36回ロードレース千倉』開催～ 

「ジャワ島中部地震被災者に対する救援金」

第 3 回 　 平 久 里 川 流 域 懇 話 会

夏の軽装（クールビズ）にご理解を


