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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 3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 10日㈫ 山武市役所

人権相談
17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 24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

心
配
ご
と
相
談

一般相談

3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

10日㈫ 成東老人福祉センター

17日㈫ 松尾IT保健福祉センター
山武福祉センター

24日㈫ 蓮沼中央会館

弁護士相談
（要予約）

4日㈬

13：30～16：30

蓮沼中央会館

18日㈬ 成東老人福祉センター

25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）

4日㈬
18日㈬
23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

ナイター無料
法津相談

（要予約）
10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 28日㈯ 13：00～16：00 千葉市中央コミュ

ニティーセンター
千葉中央法律
事務所
☎043（225）4567

休日納税・相談窓口
日　時　2月22日㈰　午前９時～午後５時
場　所　市役所　収税課
　平日に納付や納税相談ができない方は、ぜひご
利用ください。
　なお、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　2月22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2月

滞納のない「納税推進のまち」宣言！！

問　収税課　☎0475（80）1151

納め忘れた税金はありませんか？　

納期限を過ぎると、翌日から延滞金が加算さ
れますので、お早めに納付してください。市
税を滞納したままでいると、差し押えなどの
滞納処分を受けることになります。納付が困
難な方には、納付の相談も行っています。

１日（日）ヨーデルコンサート（出演：ヨーデル渡辺）①11:30～　②13:30～

7日（土）
8日（日）

カレーボール・磯揚げ等の販売

9日（月）タイ古式マッサージ

21日（土）
22日（日）

カレーボール・磯揚げ等の販売

23日（月）タイ古式マッサージ

○焼き芋店頭販売・本場インド料理各種・煎りたて珈琲の
　店頭販売　土・日曜日
○米粉麺・米粉ドーナツ等の販売　月曜日

国民健康保険税　第８期 ３月２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

のびのび発達相談 2日㈪ 申し込み制 成東保健福祉センター

すくすく広場 3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
4日㈬

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

親子相談 5日㈭ 申し込み制 成東保健福祉センター

ことばの相談 9日㈪ 申し込み制 成東保健福祉センター

乳児健診 10日㈫ 13：15～14：00 さんむ医療センター

１歳６カ月児健診 12日㈭ 9：00～10：00 蓮沼保健センター

のびのび発達相談 13日㈮ 申し込み制 成東保健福祉センター

２歳６カ月児歯科健診 16日㈪ 9：00～9：30 蓮沼保健センター

のびのび発達相談
18日㈬

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 日向中央公民館

３歳児健診 19日㈭ 9：00～10：00 蓮沼保健センター

ベビーサロン 23日㈪ 申し込み制 成東保健福祉センター

パパママサロン 24日㈫ 申し込み制 松尾IT保健福祉センター

すくすく広場
25日㈬

10：00～11：00 おおひらこども園 
（子育て支援センター）

リハビリの集い 9：30～11：30 寿公民館

ことばの相談 26日㈭ 申し込み制 成東保健福祉センター

のびのび発達相談 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８～11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

１
日
㈰

みずほ台クリニック(大網白里） ☎0475(73)6000 内

高橋医院(山武） ☎0475(82)2450 内

山崎医院（横芝光） ☎0479(82)0561 外

８
日
㈰

はにや内科（大網白里） ☎0475(70)1500 内

さくらクリニック（横芝光） ☎0479(84)4333 内

大平医院（山武） ☎0479(86)6012 外

11
日
㈬

日吉台クリニック(東金） ☎0475(53)0510 内

明海クリニック(山武） ☎0475(80)5355 内

城西クリニック（東金） ☎0475(52)8181 外

15
日
㈰

原医院（東金） ☎0475(54)0624 内

伊藤医院（山武） ☎0475(82)2508 内

まさごクリニック（横芝光） ☎0479(80)0122 外

22
日
㈰

鈴木クリニック(大網白里） ☎0475(71)2033 内

京葉内科クリニック（山武） ☎0475(82)2400 内

しらさと整形外科（大網白里） ☎0475(70)5855 外

+

問　子育て支援課　　　　　　☎0475（80）2632

３日㈫ 日向幼稚園、むつみのおか幼稚園

４日㈬ なんごうこども園、しらはたこども園

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

18日㈬ なんごうこども園、しらはたこども園

19日㈭ なるとうこども園

20日㈮ まつおこども園、おおひらこども園

今月のこども園・幼稚園開放
開放時間　９：30～11：00
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日時　３月１日㈰　10～15時
場所　東金青年の家
対象　20～40歳までの独身男女
定員　40人（電話による先着順）
参加費　１人1,000円
申・問　東金青年の家
　☎0475(54)1301
　☎043(221)4312石釜を使ったピザ作り

日時　３月８日㈰　10～15時
場所　東金青年の家
対象　小学生とその保護者
定員　25人（電話による先着順）
参加費　１人800円
申・問　東金青年の家
　☎0475(54)1301
赤十字防災ボランティア
一般説明会・研修会
日時　２月15日㈰　9時30分～
　15時
場所　東金市中央公民館（サンピ
ア前）

内容　「なぜ、いま防災なのか？」
　・三角巾の使い方
　・ロープワーク
※昼食はハイゼックスによる炊き
出し
問　宇田☎090(6164)8205
「さんむ市共通お買物券」
期限内にご使用ください
　山武市敬老祝品「さんむ市共通
お買物券」の
使用期限は、
３月14日㈯
までです。
問　山武市商工会☎0479(86)5147
　　高齢者福祉課☎0475(80)2642

水彩画クラブ　会員募集

　日曜日の午後、ゆったりとした
気分で水彩画を楽しみませんか。
実施日　毎月第１・３日曜日　13
　時～16時30分
場所　松尾ふれあい館（農村環境
　改善センター）
入会費　2,500円（施設使用料等）
内容　静物画、風景画（年１回程度）
問　秋葉☎0479(86)2465
平成27年度千葉県生涯大学校の
入学生募集（2次）
資格　県内に住所を有する55歳
以上（昭和35年4月1日以前生
まれ）の方

募集学科・授業料（年額）
　地域活動学部15,400円
造形学部園芸コース27,700円
造形学部陶芸コース55,500円

願書受付期間　２月10日㈫～27日㈮
入学案内配布　生涯大学校各学園、
市高齢者福祉課など（県ホーム
ページからも入手できます）
申・問　千葉県生涯大学校事務局
　☎043(266)4705

さんむ医療センター職員募集

　地域に密着した病院で、一緒に
働きませんか！
募集職種　事務職（常勤）
応募資格　新規学卒者（平成27年
　3月卒業見込みの方）
募集人員　若干名
募集締切　２月17日㈫
申・問　さんむ医療センター総務
　課人事庶務係☎0475(82)2521

自衛官募集

受付期限　3月24日㈫
試験期日　4月10～14日
・予備自衛官補（一般）
　応募資格　18歳以上34歳未満
　　　　　　の方
・予備自衛官補（技能）
　応募資格　18歳以上で国家免
　　　　　　許資格等を有する方
問　自衛隊成田地域事務所
　☎0476(22)6275

対象　通学可能な地域に在住する
　40～70歳までの方
受講資格　健康・体力づくりに興
　味のある方
募集期間　２～3月中旬
※詳細はお問い合わせください。
問　城西国際大学生涯教育セン
　ター事務局☎0475(55)7685

幼年長～小学６年生までの女の子
オープン集会　2月22日㈰　9時
　30分～11時30分
入団説明会　3月15日㈰�10時～
場所　東金中央公民館
問　前川☎090(8048)8325

期間　３月27日㈮～４月２日㈭
場所　鹿児島県大島郡与論町
定員　日本人小学生（2～6年生）
　200人、在日外国人小学生100人
資料請求・申・問　
　(公財)国際青少年研修協会
　☎03(6417)9721

城西国際大学
シニア・ウェルネス大学生募集

ガールスカウト募集

ちびっこ探険学校ヨロン島
参加者募集

東青・青年ふれあいのつどい
火起こし体験、ピザ作り、BBQ 募　集
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お知らせ
第7回山武市芸文協まつり

■囲碁・将棋大会
　一般の方も参加できます。
場所　成東中央公民館
【囲碁】２月15日㈰　９時～
【将棋】２月22日㈰　９時～
問　囲碁・将棋大会　代表和田
　☎0475(82)5037
■芸能発表会・作品展示会
　市芸術文化協会員による日頃の
活動の成果をご覧ください。
場所　成東文化会館のぎくプラザ
【芸能発表】３月１日㈰９時開演
※送迎バス（時刻表は回覧でお知
らせ）・昼食を用意します。
【作品展示】２月27日㈮13時～３
月４日㈬15時まで（２日の休館
日を除く）
問　成東中央公民館
　☎0475(82)3641

絵手紙　四季彩展

日時　3月3日㈫～8日㈰9～17時
※初日は午後１時から
※最終日は午後４時まで
場所　成東中央公民館
問　秋葉みよ子
　☎090(4530)7577
　林みや子　☎0475(77)2191

日時　２月15日㈰　13時30分～
15時15分

場所　成東文化会館のぎくプラ
ザ視聴覚室

テーマ　さんむ医療センターの
紹介、地域での役割

問　高橋照美 ☎080(6635)0802

朗読・ナレーション講座

　元アナウンサーの講師による呼
吸法、発声練習、文章の読み方等
の講座。往復ハガキに住所・氏名・
電話番号を記入しご応募ください。
日時　２月21日㈯　13時30分～
　15時30分
場所　山武郡市振興センター第３
　会議室（東金市中央公民館隣）
参加費　無料
定員　30人
申込期限　２月13日㈮必着
申・問　〒283-8505　東金市東岩
　崎1-17　山武郡市視聴覚教材
　センター　☎0475(54)0254
Ｍkorei@city.oamishirasato.lg.jp東日本大震災
追悼チャリティコンサート
日時　３月８日㈰　16時開演
場所　横芝キリスト教会（横芝
光町鳥喰上2023－3）

出演者　古屋博敏（テノール）、
榎本詩帆（ピアノ）、榎本貴
（サックス）

参加費　1,000円
問　横芝キリスト教会
　☎0479(82)3439

日時　３月15日㈰　８時～
場所　千葉県総合スポーツセン
ター東総運動場

対象　県内在住・在勤・在学の硬
式テニス初心者

種目　ミックスダブルス
参加費　１組2,000円（当日徴収）
申込方法　２月21日㈯　９時より
窓口で先行予約開始、13時より
ファクスとメールでも受け付け
開始

申・問　東総運動場
　☎0479(68)1061
　Ｆ�0479(68)1063
　Ｍ tousou@cue-net.or.jp

国保旭中央病院 院外処方へ移行

　旭中央病院では、本年夏ごろを
めどに、「院外処方」へ移行する
ことを決定しました。
　院外処方とは、病院が発行する
「処方せん」を院外の保険薬局にお
持ちいただき、お薬を受け取って
いただく方法です。移行により、
お薬待ち時間が解消されるほか、
後発（ジェネリック）医薬品への
変更のしやすさによる経済的負担
の軽減などの利点があります。
　具体的な移行日、対象となるお
薬や条件、処方せん発行からお薬
受け取りまでの手順の詳細等は、
今後順次お知らせしていきます。
問　総合病院�国保旭中央病院
　☎0479(63)8111㈹

さんむ医療センター院長講演会 第15回つばき杯
ビギナーズテニス・ミックス大会


