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※ 専門以外の時は診療できない場合があります。
※ 昼休み時間については、各医療機関にお問合せください。
※ 当番医は、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サービス」でご確認ください。

月間航空機騒音測定結果（速報）
平成29年８月分

第二工業団地管理事務所 Ａラン 76
Ａ滑走路先端 Ａラン 76
芝山集会所 Ａラン 70
谷平野岩澤宅 Ａラン 70
小池共同利用施設 Ａラン 70
竜ヶ塚集会所 Ａラン 70
芝山町役場 Ａラン 66
芝山小学校 Ａラン 60
平行滑走路先端 Ｂラン 73
菱田共同利用施設 Ｂラン 62
菱田東公会堂 Ｂラン 62
加茂公民館 Ｂラン 62
千田（多古町） Ｂラン 62
辺田龍泉院 谷間
旧国保診療所 谷間
旧東小学校　 谷間
上吹入集会所 谷間
高谷共同利用施設 谷間
中郷公会堂 平行隣接
高田西部公民館 区域外
牧野西部公民館 区域外

騒音測定地点  区域  Lden Lden

９月１日現在

人口　 男
　　　 女
合計
世帯

3,762 人
3,729 人
7,491 人
2,965 世帯

　ご冥福をお祈りいたします
氏名

※ ８月１日から８月末日受理分。この欄への掲
載を望まない方は、届出のときに、係に申し
出てください。

前月比

＋４人　
±０人　
＋４人　
＋５世帯

地区

　齊藤　定光 坂志岡

　大石　げん はにわ台南

　江波戸芳江 小池５

　押山　隆 バルールド

　小川　かね 飯櫃

　松本セツ子 中谷津

10 月下旬・11月上旬の保健事業　　  予防接種・健診等
場所　保健センター　☎ 77-1891〔＊印は福祉センター　★印は要申込〕
月 日 事業名 時　間

10
月

15日㈰ ぱわふる運動塾（日曜日コース）①（対象者　30～69歳） 10：00～11：30（★）

16日㈪ １歳６カ月児健康診査（対象者　H27.12月生～H28.3月生） （受付）13：15～14：00

17日㈫ のびのびラッコ教室④（対象者 １歳６カ月児健診後～４歳までの幼児） 10：00～11：30（★）

18日㈬
栄養料理教室　スマートクラブ①（対象者　30～74歳）  ９：45～1３：30（＊）

ＭＲ（２期）予防接種（対象者　H23.４月生～H24.３月生） （受付）13：15～13：45

19日㈭ 子育てほっとサロン②（対象者　H29.４～７月に出産した産婦） 14：00～15：30（★）

20日㈮ 子育て相談　第２保育所巡回  ９：00～16：30

23日㈪ ことばの相談⑦ (対象 ことばの発達・発音･どもるなど、子
どものことばのことで心配のある希望者） 10：10～（要予約）

24日㈫ 献血 10：00～11：45
13：00～14：00

26日㈭ 骨粗しょう症予防検診（対象者　20歳以上の女性）  ９：30～11：30
13：30～15：3027日㈮

11
月

1日㈬ はつらつクッキングサロン（対象者　70歳以上）  ９：45～1３：30（＊）

6日㈪ スリムあっぷ講座①（対象者　30～74歳） 10：00～11：30（★）

10日㈮ すこやか赤ちゃん相談④（対象者　生後１歳未満の乳児） （受付）13：15～14：00

13日㈪ ことばの相談⑧ (対象 ことばの発達・発音･どもるなど、子
どものことばのことで心配のある希望者） 10：10～（要予約）

15日㈬ 栄養料理教室　スマートクラブ②（対象者　30～74歳）  ９：45～1３：30（★）

休日当番医    　　休日当番医テレホンガイド　☎ 0475-50-2531
診療時間　午前９時～午後５時まで
夜間急病診療所（東金）　　　☎0475-50-2511 年中無休　午後 8時～ 11時
休日救急歯科診療所（東金）　☎ 0475-50-2512 休日のみ　午前 9時～正午
月 日 南方地区（東金・大網・九十九里） 北方地区（山武・横芝光・芝山）

10
月

1日 まさきクリニック（九十九里） 睦岡クリニック（山武）
☎0475-78-6868 ☎0475-80-8001

8日 とうがね中央・腎臓内科クリニック（東金） 髙根病院（芝山）
☎0475-54-2421 ☎0479-77-1133

9日 はにや内科（大網） 日向台クリニック（山武）
☎0475-70-1500 ☎0475-88-1491

15日 西田医院（東金） 山崎医院（横芝光）
☎0475-53-1393 ☎0479-82-0561

22日 橋本医院（大網） さくらクリニック（横芝光）
☎0475-72-0134 ☎0479-84-4333

29日 ふるがき糖尿病循環器クリニック（大網） 大平医院（山武）
☎0475-70-0801 ☎0479-86-6012
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　お誕生おめでとう
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地区赤ちゃん名 保護者

クビック フレドリック
アンダース

　いろいろな音楽に合わせ
て、踊ったり声を出したりし
ています。最近では、自分
でできる事や言葉の数が
増えてきました。お兄ちゃ
んたちから良い刺激を受け
て、どんどん成長していま
す。これからの成長も楽し
みです。

鈴木　朱
あ か り

璃ちゃん（１歳）

天
て ん ま

馬くん  （11歳）

駈
かける

 くん   （９歳）

上吹入

暮らしの情報

26広報しばやま 

公民館情報公民館情報
申込み・問合せ　☎77-0066

10 月の無料相談　　  お気軽にご相談ください
相談内容 日時・場所 問合せ

ふくし駆け込みテレホン 月曜日～金曜日　午前９時～午後５時
社会福祉協議会　☎78-0526

弁護士無料法律相談※要予約 10月31日㈫  福祉センター 午後１時30分～３時30分

人権・行政相談 10月10日㈫  福祉センター 午後１時30分～３時30分 総務課　☎77-3901

登記・法律・債務整理の
相談会　  ※要予約（12日まで）

10月14日㈯  旭市民会館　 午後１時～５時
千葉司法書士会八日市場支部の相談です

司法書士桜井事務所
☎0479-22-0186

税理士による無料相談
 ※要予約(平日９時～12時)

10月４日㈬、18日㈬　午前10時～午後３時
税務支援センターの税理士による相談です

千葉県税理士会東金支部
(東金商工会館内) 
☎0475-50-6322

ちば北総地域若者サポート
ステーション無料相談会 

※要予約

10月20日㈮ 福祉センター　午後１時～５時  
若者の就労支援の相談会です

ちば北総地域若者
サポートステーション
☎0476-24-7880

障害年金の無料・
個別相談会 　　　　※要予約

10月17日㈫　成田商工会議所　午後１時30分～４時30分
社会保険労務士が受給要件・申請手続きについて説明します

NPO法人　みんなでサポートちば
☎043-301-2311

10月・11月のごみを出す日
▶可燃ごみ（毎週火・金曜）
▶資源／不燃／有害ごみ
　（毎月第１・３月曜）
　10月２日・16日　11月６日・20日
　 　回収が終わるまでに数日かかるこ
とがあります。
▶粗大ごみ（毎月２回・金曜日）
　10月６日・20日　11月10日・24日
　 　自宅回収は、上記の指定日のみ
で、ステッカーを貼ってください。
前日までに電話予約が必要です。
▶持込み
　土・日・祝日はできません。
問合せ　山武郡市環境衛生組合　
　　　　☎86-3516

地域安全ニュース

児 童 ポ ル ノ の 根 絶
～ＮＯ！！児童ポルノ～

　児童（18歳未満の者を言います）ポ
ルノは、児童の人権を踏みにじる悪質
な犯罪です。また、一旦流出すると、
インターネットを通じて世界中に広が
り、完全に消し去ることが困難とな
り、将来に渡り児童に消えることのな
い苦しみを与えます。
　警察では、児童の権利を守るため、
児童ポルノの根絶に向けた対策を強化
しています。
　児童ポルノ根絶のためには、社会全
体の取り組みが大切ですので、皆さま
のご協力をお願いします。
【お願いしたいこと】
　インターネット上で児童ポルノを発
見した際は、最寄りの警察署まで通報
してください。
【児童の皆さまへ】
　児童を言葉巧みにだましたり、脅し
たりして自分の裸の写真を撮影させ、
スマートフォンなどで送信させる事件
が起きています。下着姿や裸の写真は
絶対に「撮らない、撮らせない」を徹
底してください。また、インターネッ
トで個人情報や写真を送ることは大変
危険です。絶対やめましょう。

山武警察署　☎ 0475-82-0110

パソコン操作に
自信がなくても大丈夫！
　今年度も初心者向けパソコン
教室を開催いたします。
開 催日　11月18日㈯～
　12月17日㈰まで
　の土・日
参加費　無料

▶10月の移動交番

募集
ハンドメイドフェスタ

まったりな秋の休日を過ごそう
　今年で６回目となる芝山町で唯一の
手作り品販売のイベント！洋服、小
物、アクセサリー、木工品、フード販
売などのお店などが70店舗以上集ま
ります。お気に入りのものを探しなが
らまったりとした秋の一日を味わって
みませんか？
開催日　10月15日㈰
時間　午前10時～午後４時
場所　芝山公園
　　　ゲートボール広場
問合せ　運営事務局
　　　　☎85-8588

期　日 場　所 時　間

3日㈫
芝山町役場 午前10時～11時30分

道の駅風和里しばやま 午後２時～３時30分
10日㈫

12日㈭
空の駅風和里しばやま 午前10時～11時30分

福祉センター「やすらぎの里」  
午後２時～３時30分

17日㈫ 道の駅風和里しばやま

18日㈬ 空の駅風和里しばやま 午前10時～11時30分

24日㈫ 道の駅風和里しばやま 午後２時～３時30分

26日㈭
空の駅風和里しばやま 午前10時～11時30分

福祉センター「やすらぎの里」  午後２時～３時30分

30日㈪ 芝山町役場 午前10時～11時30分

※ 気象状況や事件・事故発生によって、予定が変更になる
可能性があります。
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