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各種無料相談
相 談 名 期　日 時　間 場　所 問い合わせ先

人
権
行
政
相
談

人権相談 4日㈫

13：30～16：30
（受付は16時まで）

山武福祉センター

市民課
市民生活係
☎0475（80）1271

人権行政相談 11日㈫ 山武市役所

人権相談
18日㈫

松尾IT保健福祉センター

行政相談 山武福祉センター

人権行政相談 25日㈫ 蓮沼出張所

消費生活相談

月～金
（祝日を除く） 9：00～16：30 山武市役所

山武市
消費生活センター
☎0475（82）8453

土 9：00～16：00 千葉県消費者センター
☎047(434)0999

日・祝日 10：00～16：00 消費者ホットライン
☎0570(064)370

交通事故巡回相談
（要予約） 27日㈭ 10：00～15：00

（受付は14時半まで）山武市役所
市民課
市民生活係
☎0475（80）1271

心
配
ご
と
相
談

一般相談

4日㈫

13：30～16：30
（受付は16時まで）

山武福祉センター

山武市
社会福祉協議会
☎0475（82）7102

11日㈫ 成東老人福祉センター

18日㈫ 松尾IT保健福祉センター
山武福祉センター

25日㈫ 蓮沼中央会館

弁護士相談
（要予約）

5日㈬

13：30～16：30

蓮沼中央会館

12日㈬ 山武福祉センター

19日㈬ 成東老人福祉センター

26日㈬ 松尾IT保健福祉センター

税理士による
無料相談

（要予約）
5日㈬

19日㈬
10：00～15：00

（受付 平日９時～正午）東金商工会館３階
県税理士会
東金支部
☎0475（50）6322

行政書士による
無料相談 20日㈭

13：00～16：00
（事前予約不要。当日
会場においでください。
受付は15時半まで）

東金市役所
市民相談室

行政書士会
東総支部
山本
☎080（4119）5328

ナイター無料
法津相談

（要予約）
11日㈫ 18：00～21：00 東金中央公民館

千葉司法書士会
つくも支部
☎0475（50）3800

労災職業病
なんでも相談会

8日㈯
13：00～16：00

柏市中央公民館 千葉中央法律
事務所
☎043（225）456729日㈯ 千葉市中央コミュニティセンター

休日納税・相談窓口
日　時　11月30日㈰　午前９時～午後５時
場　所　市役所　収税課
　納税相談をご利用される場合は、電話予約をお
願いします。
問　収税課　☎0475（80）1151

休日証明窓口
日　時　11月30日㈰　午前９時～午後５時
場　所　市役所　市民課
◆ 戸籍・住民票関係（住民票写し、戸籍に関する証

明書、印鑑登録証明書、住所証明書の交付、印鑑
登録新規・廃止の受付）、住基カードの申請/交付

　※住民票の異動手続きはできません
問　市民課　☎0475（80）1141
◆市県民税関係（所得・課税・非課税証明書の交付）
問　課税課　☎0475（80）1281

☎0475（80）5020　※天候により中止となるイベントがあります。

道の駅
オライはすぬま のイベント11月

問　収税課　☎0475（80）1151

納税には便利な口座振替を
ご利用ください

1日（土）カレーボール・磯揚げの販売

2日（日）カレーボール・磯揚げの販売、焼き鳥・揚げ物等の販売
手作り味噌・餅の販売

3日（月）手作り味噌・餅の販売
歌謡ショー（青山祐太）　①11:30～　②13:30～

9日（日）焼き鳥・揚げ物等の販売
手作り味噌・餅の販売

15日（土）カレーボール・磯揚げの販売

16日（日）
焼き鳥・揚げ物等の販売、カレーボール・磯揚げの販売
手作り味噌・餅の販売
サックス演奏（高橋敏行）　①11:30～　②13:30～

23日（日）手作り味噌・餅の販売
よさこいソーラン（舞謳歌）　①11:30～　②13:30～

24日（月）手作り味噌・餅の販売

29日（土）各種乾物の店頭販売

30日（日）手作り味噌・餅の販売
各種乾物の店頭販売

○本場インド料理各種・煎りたて珈琲の店頭販売
　土・日・祝日
○米粉商品の販売　月曜日

国民健康保険税　第5期 12月1日（月）
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保 健 カ レ ン ダ ー
健康支援課　☎0475（80）1173

内　　容 日　　時 場　　所

すくすく広場
４日㈫

10:00～11:00 なるとうこども園
（子育て支援センター）

のびのび発達相談 申し込み制 成東保健福祉センター

のびのび発達相談 ５日㈬ 申し込み制 成東保健福祉センター

ヘルスアップ教室
６日㈭

申し込み制 山武市役所

おたっしゃ運動教室 申し込み制 松尾IT保健福祉センター

第5回健康増進講演会 ９日㈰ 13：30～15：30
（13：00開場） 成東文化会館のぎくプラザ　ホール

乳児健診 11日㈫ 13：15～14：00 さんむ医療センター

すくすく広場

12日㈬

10：00～11：00 おおひらこども園
（子育て支援センター）

ことばの相談 申し込み制 成東保健福祉センター

リハビリの集い 9：30～11：30 本郷生活研修センター

健康相談
13日㈭

予約制
成東保健福祉センター

ことばの相談 申し込み制

カンガルー広場
14日㈮

申し込み制
成東保健福祉センター

のびのび発達相談 申し込み制

ベビーサロン
17日㈪ 申し込み制 成東保健福祉センター

アンチエイジング料理教室

２歳６カ月児歯科健診
19日㈬

9：00～9：30 松尾IT保健福祉センター

リハビリの集い 9：30～11：30 日向中央公民館

３歳児健診

20日㈭

13：00～14：00
松尾IT保健福祉センター

おたっしゃ運動教室 申し込み制

長寿ゼミナール（いきいきわくわく教室） 10：00～14：00 成東中央公民館

1歳６カ月児健診 21日㈮ 13：00～14：00 松尾IT保健福祉センター

のびのび発達相談

26日㈬

申し込み制 成東保健福祉センター

ヘルスアップ教室 申し込み制 山武市役所

リハビリの集い 9：30～11：30 寿公民館

はじめて離乳食教室 27日㈭ 申し込み制 成東保健福祉センター

休 日 当 番 医
休日当番医テレホンガイド　☎0475（50）2531

◦夜間急病診療所　☎0475（50）2511
　（年中無休、午後８時～11時）
◦休日救急歯科診療所　☎0475（50）2512
　（日曜・祝日、午前９時～正午）

※ 都合により変更になる場合があります。休日当番医テレホ
ンガイドでご確認ください。

・専門以外は診療できない場合があります。
・  正午から午後１時はお昼休みです（緊急の場合はこの限り

ではありません）。

期日 ✚休日当番医　内：内科　外：外科

2
日
㈰

福島医院（大網白里） ☎0475(72)4401 内

鈴木医院（横芝光） ☎0479(82)0126 内

日向台クリニック（山武） ☎0475(88)1491 外

3
日
㈪

岡崎医院(東金） ☎0475(52)3313 内

成東医院（山武） ☎0475(82)2235 内
東葉クリニック大網脳神経外科（大網白里） 

☎0475(73)7011 外

9
日
㈰

みずほ台クリニック(大網白里）☎0475(73)6000 内

小高医院(横芝光） ☎0479(82)6368 内

座間泌尿器科医院（東金） ☎0475(52)2266 外

16
日
㈰

日吉台クリニック（東金） ☎0475(53)0510 内

松尾クリニック(山武） ☎0479(86)6482 内

季美の森整形外科（大網白里） ☎0475(70)8951 外

23
日
㈰

錦織メディカルクリニック（大網白里） 
☎0475(72)0214 内

岩崎医院（山武） ☎0479(86)2217 内

姫島クリニック（山武） ☎0475(80)1726 外

24
日
㈪

天野内科クリニック（東金） ☎0475(55)3986 内

さくらクリニック（横芝光） ☎0479(84)4333 内

東金整形外科（東金） ☎0475(55)8002 外

30
日
㈰

橋本医院（大網白里） ☎0475(72)0134 内

京葉内科クリニック（山武） ☎0475(82)2400 内

大平医院（山武） ☎0479(86)6012 外

今月のこども園・幼稚園開放
開放時間　午前９：30～11：00

イラスト提供：WANPUG

問　子育て支援課　　　　　　☎0475（80）2632

5日㈬ しらはたこども園、日向幼稚園
6日㈭ むつみのおか幼稚園

10日㈪ なるとうこども園、まつおこども園、おおひらこども園
12日㈬ なんごうこども園
19日㈬ しらはたこども園
21日㈮ なるとうこども園、まつおこども園、おおひらこども園
26日㈬ なんごうこども園

臨時福祉給付金・子育て世帯
   臨時特例給付金の申請はお済みですか？
　まだ申請がお済みでない方は、早めに申請をお願い
します。

問 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金窓口専
　 用ダイヤル０４７５－８０－００３３


