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日 日 曜 行　　　　　事 

1 月 

2 火 
 

3 水 

4 木 

5 金 

6 土 

8 月 

7 日 

11 木 ◇鏡開き　蔵開き 人権相談　白浜支所　  10:00～15:00

健康相談　白浜保健福祉センター  
13:30～15:00 

富山地区行政相談　富山支所 13:30～16:00

新春賀詞交歓会　富浦ロイヤルホテル  11:30～ 

◇官庁御用始め 

◇元旦 

◇七草 
成人式　白浜フローラルホール   10:30～ 

◇書初　初荷 

消防出初式　千倉総合運動公園 　9:00～ 
結婚相談　ちくら介護予防センター 

13:30～16:00

◇成人の日 

第20回なの花まつり　和田支所周辺  
9:00～15:00 

第19回さわぎんぴっく　三芳支所周辺  
9:00～16:00 

第39回　新春富山ロードレース大会　 9:10～ 
農産物共進会　千倉漁村センター 

（千倉地区） 9:00～15:00

◇やぶ入り 
人権相談  和田コミュニティセンター 

 10:00～15:00

もぐもぐ教室　三芳保健福祉センター 
13:30～15:00

市県民税第4期および国民健康保険税 
第7期納期限 

曜 行　　　　　事 

19 金 

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 
育児相談　千倉保健センター   13:15～15:45 
健康相談　和田地域福祉センター 

13:30～15:00 
健康相談　とみうら元気倶楽部 14:00～15:30

◇大寒 
第20回ふせひめスポーツ少年団駅伝交流大会 
　　　　　　　　　　（富山地区） 9:00～ 

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 
（※管理栄養士もいます） 

白浜産業まつり　白浜フローラルホール 
 8:30～15:30 

第45回さざなみフェスティバルとみうら 
　とみうら元気倶楽部ほか   9:00～15:00 
第22回丸山産業祭　丸山体育館 

 9:00～14:30 

育児相談　白浜保健福祉センター 
9:30～11:30 

下立松原神社夜明し祭（白浜地区） 
　　　　　　　　　　　　  　　 20:00～ 

和田地区行政相談　和田地域福祉センター 
13:30～16:00

12 金 

13 土 

20 土 

22 月 

23 火 

21 日 

 

24 水 

25 木 

26 金 

27 土 

28 日 

29 月 

30 火 

31 水 

17 水 

18 木 

16 火 

14 日 

15 月 育児相談　和田地域福祉センター 
13:30～15:30

9 火 

10 水 

◇小寒 

人権相談　三芳農村環境改善センター 
10:00～15:00 

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

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） 

人権相談　富山支所　　     10:00～15:00 
千倉地区行政相談　千倉支所 

10:00～15:00 
富浦地区行政相談　とみうら元気倶楽部 

13:30～16:00 
育児相談　富山保健福祉センター 

13:30～15:30

◇土用 
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

三芳地区行政相談　三芳支所  10:00～15:00 
丸山地区行政相談　丸山公民館 

10:00～15:00



対象児：平成18年9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6月30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 
1月19日（金） 12：45～13：00 和田地域福祉センター 

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【1月の予防接種（集団）日程】

月　日 
1月24日（水） 12：45～13：00 丸山保健福祉センター 

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】

対象児：平成16年6月30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

月　日 
1月30日（火） 13：00～13：15 富山保健福祉センター 

受付時間 場　　所 

【2歳児健康診査】

1月26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15年6月30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】

対象児：平成18年7月11日から平成18年10月11日生まれ
でBCGの接種が済んでいないお子さん

月　日 
1月10日（水） 13：15～13：30 千倉保健センター 

受付時間 場　　所 

【ＢＣＧ】

●リトミック開催～リズムにあわせてからだを動かそう～●
市では、幼児教室として「リトミック～リズムにあわせてからだを動かそう

～」を開催します。ピアノの先生を講師に迎え、曲にあわせて、楽しくからだ
を動かします。参加してお友だちを作りましょう。
事前の申し込みが必要です。12月28日（木）までに、申し込みください。

（先着15人に限ります）

●女性のための健康相談●
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。1月は泌尿器科の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。

県が設置しているちば県民共生センターの面接相談が南房総
教育事務所を会場に毎月1回開催されます。
女性の抱えるあらゆる悩みをうかがいますので、1人で悩まな
いで、ご活用ください。
日　　時 毎月第4水曜日　午前10時から午後4時まで（予約制）
場　　所 南房総教育事務所　安房分室（南総研修所）

館山市北条403
予約方法 相談専用電話　TEL 04－7140－8605に電話し専門

の女性相談員にご予約ください。
相 談 料 無料　

※男性のための電話相談　TEL 043－285－0231も
あります。

障害者（児）の人たちを対象とした福祉サ
ービスや制度を知らないという人も多いので
はないでしょうか。
そこで、障害者（児）が利用できるサービ
スや制度についての概要などをまとめたパン
フレット「障害者福祉制度のご案内」を作成
しました。
パンフレットは社会福祉課および各地域福
祉課で配布しておりますので、ご利用くださ
い。
問い合わせ 社会福祉課　TEL 36－1151

申込および問い合わせ 月　日 

1月19日（金） 
2月16日（金） 

10：00～11：30 富山公民館 富山支所地域福祉課  
TEL57－2513

時　間 場　所 

満1～4歳までのお子さん 

対　　象 

申込および問い合わせ 月　日 

1月17日（水） 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 

「障害者福祉制度のご案内」の配布女性のための面接相談が始まりました！

1期初回3回までの接種間
隔はそれぞれ、3週から8週
の間です。
8週間を超えた場合でも

接種は無料で受けられます
が、健康被害が発生した場
合の救済は任意接種の扱い
となりますのでご注意くだ
さい。

三種混合の接種間隔は
大丈夫ですか？



県では地域の地球温暖化防止に関する情報提供などを行い地球温暖化活動の普及啓発を図る「地球温暖化防止活動推
進員」を募集します。
ボランティアとして
〇自ら地球温暖化防止を実践すること
〇地域の皆さんへ地球温暖化の現状および防止活動対策について、普及活動に努めること
〇自治体・千葉県地球温暖化防止活動推進センターで実施する、地球温暖化防止活動の
普及に関する事業などに協力することなどの活動を行います。

募 集 要 件 ・県内に居住、勤務または在学している20歳以上の人
・地球温暖化防止に関する活動に取り組む熱意を有する人
・平成21年3月まで2年間活動できる人　・氏名、連絡先を市町村担当課にお知らせすることに同意できる人
※「地球温暖化防止活動推進員要請講習会」を受講する必要があります。

申 込 方 法　 申請様式に必要事項を記入のうえ、郵便・FAX・E－Mailで1月26日(金)までに千葉県地球温暖化防止活
動推進センターに申し込みください。
申請様式については、環境保全課（TEL33－1054）に設置してあります。
また、県および県地球温暖化防止活動推進センターの各ホームページからダウンロードできます。
千葉県　http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_kansei/index.html
千葉県地球温暖化防止活動推進センター　　　http://www.ckz.jp/

申　込　先 千葉県地球温暖化防止活動推進センター
〒260－0024 千葉県千葉市中央区中央港1－11－1
TEL 043－246－2180 FAX 043－246－6969 E－Mail  ccca@ckz.jp

問い合わせ 千葉県地球温暖化防止活動推進センター　TEL 043－246－2180
千葉県環境政策課　TEL 043－223－4139
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市内各幼稚園では、平成19年度の入園児を募集します。
該　当　児（年長児）平成13年4月2日から平成14年4月1日生　※既に在園している園児は申し込みの必要はありません。

（年少児）平成14年4月2日から平成15年4月1日生
募 集 日 1月10日（水）・11日（木）・12日（金）（3日間）
申込先および時間 在園を希望する幼稚園　午後2時から午後4時まで
申込方法 入園願と入園願書を提出　
問い合わせ 学校教育課　TEL 46－2962

地 球 温 暖 化 防 止 活 動 推 進 員 を 募 集

平成19年度入園「幼稚園児募集」

県では、ＮＰＯ団体の活動事例の発表を通して市民や関係団体の皆さんにＮＰＯ活動を知っていただき、とも
に活動できるきっかけを作ることを目的にＮＰＯ活動発表会を開催します。

日　　　時 1月14日（日）12時20分から午後4時30分まで
テ　ー　マ 地域の力でつくろう心豊かな社会「居場所づくりを考える」
場　　　所 サンプラザ市原（内房線五井駅西口）
問い合わせ ＮＰＯ法人千葉自然学校　TEL 043-227-7103
※詳しくは、ＮＰＯ情報ネット（http://www.chiba-npo.jp）をご覧ください。

Ｎ Ｐ Ｏ 活 動 発 表 会 開 催

―ジョブカフェちば出張版ｉｎ安房のご案内―
市では、県が主催する「ジョブカフェちば出張版in安房」を11月に引き続
き、鴨川市と共同で開催します。
今回の「ジョブカフェちば出張版in安房」では、ハローワークなどと連携し、

求人案内を中心とした「求人案内セミナー」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。南房総市・鴨川市のどちらの会場でもご参加いただけます。
参加は無料ですが、完全予約制です。希望日の1週間前までに予約をして
ください。先着順のため、定員に達した場合はお断りすることもあります。
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　TEL 33－1091 鴨川市商工観光課　TEL 04－7093－7856

若 者 の 就 職 活 動 を 応 援

開催日 会　場 
実施内容 

10：00～12：00 13：00～16：10

1月19日 
(金)

2月 8 日 
(木)

南房総市役所 
本庁舎2階 
第1会議室 求人案内 

セミナー 
(定員：20人)

個別相談会 
(1人30分) 
(定員：8人)鴨川市役所 

4階 大会議室 



社会福祉協議会では、行政・消防・社会福祉協
議会の災害時の対応と市民の皆さんに災害時の
個々の行動確認、負傷者などに対する応急法や、
災害ボランティアとしてどのような行動が望まれ
ているか、何が出来るかなど学んでいただきたく、
災害ボランティア養成講座の参加者を募集します。
場　　所　丸山公民館（岩糸2489）

TEL 46－4031
日　　時 2月4日（日）

午前10時から午後4時まで
募集人数 50人（高校生以上）
申込期限 1月10日（水）
内　　容 災害時の対応について説明（市消防防

災課・消防署・県社会福祉協議会）
起震車体験、実習（三角巾・止血法・
骨折時固定法・簡易担架の作り方）
※昼食は持参でお願いします。

申込および問い合わせ
社会福祉協議会　TEL 44－3577
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　安房医師会病院 
　勝山クリニック 
 
　安房医師会病院 
　鴨川市立国保病院 
 
　安房医師会病院 
　鋸南病院 
　亀田ファミリ－クリニック 
 
　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 
　富山国保病院 
 
　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 
　青柳内科クリニック 
 
　安房医師会病院 
 
　安房医師会病院 
　館山病院 

25－5111 
55－2138 
 
25－5111 
04－7097－1221 
 
25－5111 
55－2125 
20－5520 
 
25－5111 
 
25－5111 
04－7092－1207 
 
25－5111 
58－0301 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122 
 
25－5111 
 
25－5111 
55－2125 
22－2500 
 
25－5111 
 
25－5111 
22－1122 

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

◇1月の救急当番医◇ 
1月　1日（月） 
 
 
1月　2日（火） 
 
 
1月　3日（水） 
 
 
 
1月　6日（土）午後 
 
1月　7日（日） 
 
 
1月　8日（月） 
 
 
1月13日（土）午後 
 
1月14日（日） 
 
 
1月20日（土）午後 
 
1月21日（日） 
 
 
 
1月27日（土）午後 
 
1月28日（日） 
 
 

【一般書】
介護生活これで安心　　　　　　　　川上　由里子
イラスト版こころのケア　　　　　　久芳　美惠子
やさいお菓子・くだものお菓子　　　桑原　奈津子　
10分でできるかんたん介護食メニュー

在宅栄養アドバイザー
ひざが痛くてつらいときに読む本　　黒田　栄史
神の領域　　　　　　　　　　　　　堂場　瞬一
闇鏡　　　　　　　　　　　　　　　堀川　アサコ　
道連れ彦輔　　　　　　　　　　　　逢坂　剛
風は山河より　　第1巻　第2巻 宮城谷　昌光
螺鈿迷宮　　　　　　　　　　　　　海堂　尊
【児童書】
子リスのアール　　　　　　　　　　ドン　フリーマン
とらとほしがき　　　　　　　　　　パク　ジェヒョン
のんびりオウムガイとせっかちアンモナイト

三輪　一雄
にっぽん探検大図鑑　　　　　　　　小学館
料理図鑑　　　　　　　　　　　　　おち　とよこ
アブさんとゴンザレス　　　　　　　斉藤　洋
ストラヴァガンザ　　花の都　　　　メアリ　ホフマン
時間のない国で　　上・下　　　　　ケイト　トンプソン
地球のひみつ　　　　　　　　　　　猪郷　久義
オウエンとムザイ　　　　　　　　　イザベラ　ハトコフ

※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）◇

災害ボランティア養成講座開催
次世代を担う県在住の小学生の皆さんに、高速

道路をもっと身近に感じ、親しんでいただくため、
高速道路をテーマにした絵画を募集します。
応募規定 〇用紙は四ツ切の市販画用紙（規格厳守）

〇作品の裏側に「①テーマ　②住所
③氏名／フリガナ　④年齢　⑤性別
⑥電話番号　⑦学校名　⑧学年」を
明記し送付

応募期限 1月31日（水）
（当日消印有効）

賞　　品 最優秀賞（図書カード5,000円分）
優秀賞　（図書カード3,000円分）
入選　　（図書カード1,000円分）
※応募者全員に記念品を贈呈します。

送付先および問い合わせ
〒290－0031 市原市村上815
ネクスコ東日本　市原管理事務所内
「千葉絵画コンクール」係
TEL 0436－21－0091

高速道路　絵画コンクール募集


