
４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 ４月28日㈫　福祉センター　午後１時30分～３時30分

人権・行政相談 ４月14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（９日まで）

４月11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

司法書士飯嶋事務所
☎0479-25-0567

税理士による無料相談
�※要予約(平日９時～12時)

４月１日㈬・15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

４月17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

４月21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
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くらしの広場

公民館情報公民館情報
問合せ　☎77-0066

4月・５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）
　４月６･20日　５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）
　４月10･24日　５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
　平日・毎月第２日曜日
　※日曜日は、事前予約が必要です。
　　平日に予約をしてください。
▶問合せ　山武郡市環境衛生組合　
　　　　　☎86-3516

地域安全ニュース

新入学・進級時の児童を
犯罪被害から守りましょう
　新たな生活を迎えるこの時期は、子
どもを狙った犯罪が増加します。お父
さん、お母さん「うちの子は大丈夫」
と油断していませんか？
　新入学、進級した子どもが楽しい学
校生活を送るために、子ども自身に
「自分の身は自分で守る」方法を身に
つけさせることが大切です。
　不審者から身を守るために、犯人か
らの声掛けには「危険から身を守るた
めの合言葉」でしっかり断るように教
え、子どもの行動範囲を実際に子ども
と一緒に歩いて確認するようにしてく
ださい。
　危険から身を守るための合言葉
「ちばっこ、いやです、ダメです、い
きません」
　しつこく話しかけてくる人に会った
ら「いやです」「ダメです」「いきませ
ん」としっかり断り
ましょう。犯人から
の声掛けをシャット
アウトすることで身
の危険を7割防げま
す。

山武警察署　☎ 0475-82-0110

今月の情報

▶４月の移動交番

千葉県児童家庭課

ひとり親家庭の相談窓口
　各健康福祉センターおよびひとり親
家庭福祉担当課には、ひとり親家庭の
相談に応じる母子・父子自立支援員が
配置されています。
　母子家庭・父子家庭の親などの就業
や経済上の問題、子どもの就学・就職
などについてお悩みの方はお気軽にご
相談ください。
問合せ　千葉県児童家庭課
　　　　☎043-223-2320

味噌作りの予約受付開始について
　令和２年度味噌作りの予約を開始
します。
　材料の準備や手順などもお伝えし
ますので、安心してご利用ください。
受付開始日　４月１日㈬から随時
実施期間予定
　12月１日㈫～令和3年3月19日㈮
対象者　町内に在住・在勤の方

本誌をカセットテープに録音した「声の広報しばやま」を無料貸し出しております。
【貸出場所】役場、福祉センター、芝山郵便局、千代田郵便局、ＪＡ二川支所、ＪＡ千代田支所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  社会福祉協議会　☎78-0850

 

期　日 場　　所 時　間

2日㈭ 福祉センター
「やすらぎの里」

午後2時～
3時30分

3日㈮ 空の駅
風和里しばやま

午前10時30分～
11時30分

7日㈫ 道の駅
風和里しばやま 午後2時～

3時30分9日㈭ 福祉センター
「やすらぎの里」

13日㈪ 芝山町役場 午前10時30分～
11時30分

14日㈫ 道の駅
風和里しばやま 午後2時～

3時30分16日㈭ 福祉センター
「やすらぎの里」

17日㈮ 空の駅
風和里しばやま

午前10時～
11時30分

21日㈫ 道の駅
風和里しばやま

午後2時～
3時30分

23日㈭ 福祉センター
「やすらぎの里」

28日㈫ 道の駅
風和里しばやま

30日㈭ 福祉センター
「やすらぎの里」

※�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。

お知らせ
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月間航空機騒音測定結果（速報）
令和２年２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 62
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
住母家集会所 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

　ご冥福をお祈りいたします
氏名 地区

　お誕生おめでとう
　　

　翔
と あ

空 和田　卓実 新井田

地区赤ちゃん名 保護者

　我が家の下3人姉妹。

最近は、おもちゃの取り

合いしたりですぐ泣い

てしまうけどとても仲良

し。これからも姉兄5人

元気に成長してね！

　　 古
こ も と

元　柑
か ん な

菜ちゃん（３歳）

　　　 　　捺
な づ き

姫ちゃん（２歳）

　　　　　 　　　希
き さ き

咲ちゃん（１歳）

山中東

すくすく
健やか

すくすく
健やか

すくすく
健やか

いっぱい！

すくすく健やか

元気

いっぱい！

すくすく健やか

すくすく健やか

すくすく健やか
元気
いっぱい！

64.5
70.7
60.2
58.9
61.3
57.9
57.4
54.9
73.8
58.3
54.8
61.5
59.3
55.2
56.2
55.9
56.3
56.9
51.7
50.0
48.8

３月１日現在

3,671 人
3,568 人
7,239 人
3,017 世帯

人口　男
　　　女
合計
世帯

前月比

－ 13人　
－ 15人　
－ 18人　
＋ 11世帯

 ※ ２月１日から２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。

※�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。

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
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）

４
月

5日㈰ 鈴木クリニック（大網白里） あきば伝統医学クリニック（山武）
☎0475-71-2033 ☎0475-86-3711

12日㈰ とうがね中央糖尿病腎クリニック（東金） 松尾クリニック（山武）
☎0475-54-2421 ☎0479-86-6482

19日㈰ ふるがき糖尿病循環器クリニック（大網白里） 宇井医院（山武）
☎0475-70-0801 ☎0475-86-2522

26日㈰ 秋葉医院（小児科・内科）（東金） 岩崎医院（山武）
☎0475-52-2039 ☎0479-86-2217

29日㈷ 東金たまクリニック（東金） 明海クリニック（山武）
☎0475-50-9720 ☎0475-80-5355

４月下旬・５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

４
月

17日㈮ 栄養料理教室けんこうクラブ（対象者　30～69歳） 9：45～13:30（★）（＊）
20日㈪ ３歳児健康診査（対象者　H28.8～11月生まれ） （受付）13：15～14：00

23日㈭ 乳がん検診①（マンモグラフィーのみ）
（対象者　健康カレンダー参照） （受付）

�9：00～11：30
13：00～15：0024日㈮ 乳がん検診②超音波・マンモ

（対象者　健康カレンダー参照）

30日㈭ ことばの相談�(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）

５
月

8日㈮ 子育て相談　第三保育所巡回 �9：00～12：00

9日㈯ 乳がん検診③超音波・マンモ
（対象者　健康カレンダー参照） （受付）

�9：00～11：30
13：00～15：0011日㈪ 乳がん検診④超音波・マンモ

（対象者　健康カレンダー参照）

13日㈬ 子宮頸がん検診①（対象者　20歳以上の女性）
（受付）
�9：30～11：30
13：00～15：00

14日㈭
のびのびラッコ教室（対象者�１歳６カ月児健診後～３
歳児健診前の幼児と保護者） 10：00～11:30（★）

パンダ学級（対象者　３歳～就学前の幼児と保護者） 13：30～15：00（★）

　菅澤　　愛 小池５

　小川　　 上吹入

　石田　謙一 小池５

　石井　　登 加茂

　小川　好枝 菱田東

　生駒　たけ 牧野東

　笹川　　久 白桝

　宇井　良一 高谷


