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暮らしの情報

6月・7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）
　６月２・16日 　７月７・21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）
　６月６・20日　７月11・25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。

地域安全ニュース

振り込め詐欺に注意！
　振り込め詐欺の最新手口をご紹介し

ますので、ご注意ください！

○ 市役所（町役場）の職員などを名乗
る還付金詐欺

キーワード･･･「税金の還付金がある。」

「医療費が貯まっているので還付しま

す。」※「本日が還付日となっており

ます。」と手続きを急がせます。

○警察官を名乗る振り込め詐欺
キーワード･･･「お宅の口座が詐欺事

件の被害に遭っていることがわかり

ました。」「銀行の人が伺いますので、

カードを渡してください。」※手続き

のために必要だと言って、暗証番号を

聞き出そうとします。

○ 「かばんをなくした」と電話をする
オレオレ詐欺

キーワード･･･「電車の中にかばんを

忘れた。会社の大切なお金（小切手）

が入っていた。」「至急お金を用意して

欲しい。」※信じ込ませた後、「代わり

の者がお金を受け取りに行く。」とい

う話になります。

　このような電話があった場合は、一

人で判断することなく、ご家族の方な

どに相談して事実を確認しましょう。

▶６月の移動交番開設

募集
男女問わず、未経験者歓迎します！

芝山テニスクラブ

参 加資格　年齢制限なし※未成年者は

保護者の同意が必要です。

練習日　毎週火曜日

時間　午後７時〜９時

場所　総合運動場　テニスコート

料金　年間3,000円程度

問合せ　☎090-2321-4395 平山

お知らせ
平成26年度

親と子の心の相談

　千葉県山武健康福祉センター（以下、

山武保健所）では、子どもの心の悩み

に応じるとともに、保護者の不安を軽

減することを目的に相談会を行ってい

ます。相談を希望される方は、事前に

お申し込みください。

内 容　臨床心理士、医師（児童精神専

門）による相談

期日　６月11日㈬

時間　午後１時〜３時（臨床心理士）、

　午後２時〜４時（精神科医）

場所　山武保健所

申込み・問合せ　山武保健所

　☎0475-54-0611

６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

人権相談 ６月10日（火）　福祉センター　午後１時30分〜３時30分 総務課　☎77-3901

行政相談 ６月10日（火）　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）

６月14日（土）　旭市民会館　午後１時〜５時
千葉司法書士会八日市場支部による相談です

司法書士飯嶋事務所
☎0479-25-0567

税理士の無料相談
　※要予約（平日９時〜12時）

６月18日（水）　７月２日（水）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

６月23日（月）小池共同利用施設　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

弁護士無料法律相談 ※要予約
６月24日（火）　福祉センター
午後１時30分〜４時　（１人30分まで）

社会福祉協議会　☎78-0526

期　日 場　所 時　間

6月2日（月） 芝山町役場
午前10時〜

11時30分
6月6日（金） 空の駅風和里

しばやま

6月10日（火） 道の駅風和里
しばやま 午後２時〜

３時30分
6月12日（木） 福祉センター

やすらぎの里

6月16日（月) 芝山町役場 午前10時〜
11時30分

6月17日（火） 道の駅風和里
しばやま

午後２時〜
３時30分

6月20日（金） 空の駅風和里
しばやま

午前10時〜
11時30分

6月24日（火） 道の駅風和里
しばやま

午後２時〜
３時

6月26日（木） 福祉センター
やすらぎの里

午後２時〜
３時30分

6月27日（金） 空の駅風和里
しばやま

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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菜	 堀越　　充	 山田　

　石井　恒由	 加茂

　𠮷川　きゑ	 小池２

　鈴木　い	 上吹入

　諏訪　秀𠮷	 山中西
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※４月１日〜４月30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。

　ご冥福をお祈りいたします

　お誕生おめでとう

　梅
うめの

乃	 小川　絵巳	 川津場

　友
ゆうき

輝	 笹川　明	 加茂

　羚
れ お ん

央葵	 石田　昌宏	 はにわ台東

　咲
え な

愛	 鈴木　暢大	 はにわ台北２

地区赤ちゃん名 保護者
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　岩澤　節子	 岩山
　篠塚　春夫	 浅川稲葉
　浪越　弘男	 バルールド
　内田　好雄	 宝馬
　大木　德己	 殿部田
　新部　和生	 高田西
　菊地久美子	 小池３
　伊藤　久夫	 境宮﨑
　武越　　曻	 はにわ台東
　鵜澤　晃明	 宝馬
　齊藤　凱洋	 坂志岡
　田中　百合	 三和
　勝俣せつ子	 高田東

氏名 地区

本を読むのが大好きな心優しいお姉

ちゃんに成長した永真と、２人のわ

んぱく小僧の慶太と哲太。３人仲良

くにぎやかな毎日！元気で大きくな

あれ!!

※ 専門以外の時は診療できない場合があります。
※ 正午から午後１時まではお昼休みです。（緊急の場合はこの限りではありません。）
※ 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。

町の人口と世帯数

まちのうごき

５月１日現在 前月比

人口　 男
　　　 女
合計
世帯

3,903人
3,878人
7,781人
2,913世帯

−12人　
−15人　
−27人　
− 5世帯

　長女で照れやさんなル―
ちゃん。長男のこうくんは、
虫が大好き。二男のかいく
んは、お兄ちゃんのマネっ
こにはまってます。ときに
はケンカもするけれど、ずっ
と仲良しな兄弟でいてね。

　なんでも慎重派のお姉
ちゃん愛來と怖いもの無
しでヤンチャ坊主の希空。
たまに喧嘩もするけど二
人仲良くコレからも成長
してね♪

月間航空機騒音測定結果（速報）
平成26年４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

国保診療所	 谷間

東小学校　	 谷間

上吹入集会所	 谷間

高谷共同利用施設	 谷間

中郷公民館	 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

67.9

74.3

62.9

60.8

64.5

60.9

60.2

58.4

70.4

58.9

56.2

58.6

57.5

57.8

58.7

57.5

58.3

57.1

54.5

52.9

52.0

バルールド  山﨑　愛
あ い ら

來ちゃん （３歳）（右）

希
の あ

空くん     （１歳）（左）

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（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 内科系 外科系

6月
22日

佐藤医院（東金） よしみ医院（山武） 日向台クリニック（山武）

☎0475-58-2056 ☎0475-82-8676 ☎0475-88-1491

29日
原医院（東金） 鈴木医院（鈴木秀夫）（山武） 山崎医院（横芝光）

☎0475-54-0624 ☎0475-89-1002 ☎0479-82-0561

7月
6日

はにや内科（大網白里） 芝山みどりの森クリニック（芝山） まさごクリニック（横芝光）

☎0475-70-1500 ☎0479-74-8123 ☎0479-80-0122

13日
斉藤クリニック（東金） 笹本医院（横芝光） 大平医院（山武）

☎0475-53-1110 ☎0479-82-5162 ☎0479-86-6012

６月下旬・７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

6月

17日（火）へるすあっぷ講座⑤（対象者 30〜69歳) 10:00〜11:30（＊）
18日（水）のびのびラッコ教室②（対象者 1.6〜3歳の親子) 10:00〜11:45（★）（＊）
18日（水）パンダ学級②（対象者 3歳〜就学前の発達面に気がかりなことがある親子) 13:20〜14:40（★）
19日（木）母親クラス同窓会②（対象者 H25.12〜H26.3月に出産した産婦) 14:00〜15:30

20日（金）ＭＲ予防接種（対象者 １期：1歳以上2歳未満
　　　　　　２期：5歳以上7歳未満の小学校入学前の1年間)

13:15〜13:45（受付）

20日（金）献　血
10:00〜11:45
13:00〜14:00

（場所：役場南庁舎）
23日（月）ことばの相談（対象者 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〜（完全予約制）
23日（月）ＢＣＧ予防接種（対象者 生後5〜8カ月児） 13:15〜13:45（受付）
24日（火）もぐもぐ離乳食教室（対象者 生後１歳未満の乳児) 14:00〜15:30（★）
25日（水）ほのぼの子育て広場（対象者 0〜4歳の親子） 19:30〜12:30
26日（木）母親クラス同窓会③（対象者 H25.12〜H26.3月に出産した産婦) 14:00〜15:30
26日（木）胃がん検診①（対象者 40歳以上) 17:30〜11:00（受付）
27日（金）胃がん検診②（対象者 40歳以上) 17:30〜11:00（受付）
28日（土）胃がん検診③（対象者 40歳以上) 17:30〜11:00（受付）
29日（日）胃がん検診④（対象者 40歳以上) 17:30〜11:00（受付）
30日（月）胃がん検診⑤（対象者 40歳以上) 17:30〜11:00（受付）

7月

1日（火）へるすあっぷ講座⑥（対象者 30〜69歳） 10:00〜11:30（＊）
1日（火）子育て相談（対象者 子どもの発達・行動・育児などで心配のある親子) 13:45〜（完全予約制）
2日（水）ほのぼの子育て広場（対象者 0〜4歳の親子） 19:30〜12:30
7日（月）ことばの相談（対象者 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〜（完全予約制）
10日（木）栄養料理教室 けんこうクラブ③（対象者 30〜69歳) 19:45〜13:30（＊）
11日（金）すこやか赤ちゃん相談（対象者 生後１歳未満の乳児) 13:15〜14:00
15日（火）へるすあっぷ講座⑦（対象者 30〜69歳） 10:00〜11:30（＊）




