
22広報しばやま

暮らしの情報

▶12月の移動交番開設

募集
第３回スポーツ大会開催

バトミントンを楽しもう！

期日　平成28年１月24日㈰

受付時間　午前８時～

場所　農業者トレーニングセンター

参加資格　町内に居住または勤務の方

申 込み方法　住所、氏名、年齢、電話

番号を下記までご連絡ください。

申込み・問合せ　町教育課社会教育係

　☎77-1861　FAX77-1950　

12月・１月のごみを出す日
▶可燃ごみ（毎週火・金曜）
　※１月の収集は５日㈫からです。

▶資源／不燃／有害ごみ
　（毎月第１・３月曜）
　12月７・21日  １月４・18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）
　12月11・25日　1月８・22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。

　※１月は４日㈪から開始します。

地域安全ニュース

「年末年始特別警戒取締り」

　山武警察署では12月10日㈭から翌

年１月３日㈰までの間、「年末年始特

別警戒取締り」を実施します。この間、

警察では、パトロールや交通取締りな

どを強化しますが、皆様も犯罪の被害

に遭わないよう注意して、楽しい年末

年始を過ごしましょう。

≪ひったくりに遭わないため、ちばカ

エル作戦を実施しましょう！≫
　被害者の４人に３人は女性です。ま

た、被害は午後６時から深夜２時まで

の夜間帯で過半数を占めています。年

末年始はいつもより多額の現金を持ち

歩く機会が多いので、一層の注意が必

要です。

ちばカエル作戦
○バッグは、たすきにかけカエル

○手荷物は歩道側にもちカエル

○バイクの音にはふりカエル

○ 自転車のカゴにはカバーをつけカエ

ル

≪空き巣被害を防止しましょう≫
　年末年始は、帰省や初詣などで家を

空けがちです。空き巣に入られないよ

うに注意しましょう。

○ 長期間、家を不在にするときは、新

聞の配達を止めるなどして、留守に

気づかれないようにしましょう。

○ ご近所同士で声を掛け合うなど、地

域の力で犯罪を無くしましょう。

○ 補助錠や防犯フィルムなどの防犯用

品を活用しましょう。

12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 12月８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 12月８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（10日まで）

12月12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の相談です

司法書士桜井事務所
☎0479-22-0186

千葉北総地域若者サポート
ステーション無料相談会 

※要予約

12月14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

千葉北総地域若者
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

12月15日（火）　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

税理士の無料相談
　※要予約（平日９時～12時）

12月16日（水）　１月６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

弁護士無料法律相談 ※要予約
12月22日（火）　社会福祉協議会
午後１時30分～３時30分

社会福祉協議会　☎78-0526

山武警察署　☎0475-82-0110

期　日 場　所 時　間

12月１日（火）
道の駅
風和里しばやま

午後２時～
３時30分

12月４日（金）
空の駅
風和里しばやま

午前10時～
11時30分

12月８日（火）
道の駅
風和里しばやま

午後２時～
３時30分

12月９日（水） 芝山町役場
午前10時～

11時30分

12月10日（木）
福祉センター

「やすらぎの里」
午後２時～

３時30分

12月11日（金）
空の駅
風和里しばやま

午前10時～
11時30分

12月15日（火）
道の駅
風和里しばやま

午後２時～
３時30分

12月18日（金）
空の駅
風和里しばやま

午前10時～
11時30分

12月22日（火）
道の駅
風和里しばやま 午後２時～

３時30分
12月24日（木）

福祉センター
「やすらぎの里」

12月25日（金） 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。詳細は、山武警察署へお問い合
わせください。

　



　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

　山村　クニ	 山中西

　船河原ヨシ子	 新井田

　平山　みな	 中谷津

　　

　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。はにわ台南  鈴木　千

ち ひ ろ

絢くん （８カ月）

23 2015. 12月号

12月下旬・１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

12

月

16日（水）ほのぼの子育て広場（対象者 0～4歳の子と保護者） 19:30～12:30（＊）
18日（金）定例健康相談（対象者  30～64歳) 13:30～（完全予約制）
21日（月）もぐもぐ離乳食教室（対象者 1歳未満の乳児） 14:00～15:30（★）
22日（火）ぱわふる運動塾（水曜コース）③（対象者  30～74歳) 10:00～11:30（＊）（★）

24日（木）子育て相談（対象者  子どもの発達・行動・育児などのこ
とで心配のある希望者） 13:45～（要予約）

1

月

6日（水）ほのぼの子育て広場（対象者 0～4歳の子と保護者） 19:30～12:30
7日（木）スリムあっぷ講座⑤（対象者  30～74歳) 10:00～11:30（★）
14日（木）栄養料理教室 スマートクラブ④（対象者  30～74歳) 13:45～16:00（＊）
15日（金）すこやか赤ちゃん相談（対象者 1歳未満の乳児） 13:15～14:00（受付）

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

12

月

20日 斉藤クリニック（東金） 松尾クリニック（山武） 姫島クリニック（山武）

☎0475-53-1110 ☎0479-86-6482 ☎0475-80-1726

23日 今井医院（東金） 鈴木医院（山武） しらさと整形外科（大網白里）

☎0475-52-0276 ☎0475-89-1002 ☎0475-70-5855

27日 佐久間医院（大網白里） 芝山みどりの森クリニック（芝山） 季美の森整形外科（大網白里）

☎0475-72-0638 ☎0479-74-8123 ☎0475-70-8951

29日 鈴木クリニック（大網白里） よしみ医院（山武） 東金整形外科（東金）

☎0475-71-2033 ☎0475-82-8676 ☎0475-55-8002

30日 ますほ内科クリニック（大網白里） あきば伝統医学クリニック（山武） 大平医院（山武）

☎0475-70-8800 ☎0475-86-3711 ☎0479-86-6012

31日

きみのもりクリニック（大網白里）

宇井医院（山武）

☎0475-86-2522

東葉クリニック
大網脳神経外科（大網白里）

☎0475-73-7011

☎0475-70-2366
ふるがき糖尿病循環器クリニック（大網白里）

☎0475-70-0801

1

月

1日

うじはらクリニック（大網白里）

鈴木医院（横芝光）

☎0479-82-0126
座間泌尿器科医院（東金）

☎0475-52-2266
☎0475-73-3320
佐藤医院（東金）

☎0475-58-2056

2日

はっとり内科クリニック（東金）

岩崎医院（山武）

☎0479-86-2217

東葉クリニック
東新宿（東金）

☎0475-55-1501

☎0475-71-3190
岡崎医院（東金）

☎0475-52-3313

3日

西田医院（東金）

さくらクリニック（横芝光）

☎0479-84-4333
山崎医院（横芝光）

☎0479-82-0561
☎0475-53-1393
古川クリニック（九十九里）

☎0475-76-1588

10日 天野内科クリニック（東金） 高橋医院（山武） 髙根病院（芝山）

☎0475-55-3986 ☎0475-82-2450 ☎0479-77-1133

11日 秋葉医院（東金） 伊藤医院（山武） とし整形外科クリニック（横芝光）

☎0475-52-2039 ☎0475-82-2508 ☎0479-82-7770

　好奇心旺盛で何でもつかんだり、叩
いたり、食べたりして、いろんなことを
学んでいるよ。よく笑う千絢くん。よく
寝て、よく食べ、よく遊び、笑顔いっぱ
い元気に育ってね。

※ 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

11月１日現在 前月比

人口　 男
　　　 女
合計
世帯

3,845人
3,787人
7,632人
2,921世帯

＋  1人　
＋  4人　
＋  5人　
＋  3世帯

月間航空機騒音測定結果（速報）
平成27年10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

67.3

73.5

62.7

59.1

63.4

59.1

58.3

56.0

70.9

57.9

55.1

60.3

57.8

55.4

56.5

55.9

56.5

56.1

52.9

50.3

48.8

※10月１日〜10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。

　ご冥福をお祈りいたします

　お誕生おめでとう

　穂
ほ の か

乃花	 大木　和也	 中谷津

　理
り お

桜	 内田　将人	 新井田

　琉
る あ

蒼	 髙橋　良介	 はにわ台北１

地区赤ちゃん名 保護者

飯髙　　登	 牧野東

内田　すみ	 小池８

川口富美子	 下吹入

伊橋　三郎	 小池９

堀越　静夫	 高田東

氏名 地区




