
５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 ５月25日㈫　福祉センター　午後１時30分～３時30分 社会福祉協議会　☎78-0526

人権・行政相談 ５月11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（６日まで）

５月８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）

５月19日㈬　東金商工会館　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

５月21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

障害年金の無料相談会 ５月18日㈫　すばる司法書士事務所　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）

みんなでサポートちば事務局
☎070-1541-7661

5月・6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）
　５月３・17日　６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）
　５月７・21日　６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（平日・毎月第２日曜日）
　�　令和３年４月１日より、混雑緩和
の観点などから直接持込みの事前予
約方法が以下の表のとおり変更とな
りました。（事前予約がない場合は
搬入することができません）
▶事前予約方法について

※�事前予約日が非営業日の場合は直前の営業日に電話予約

▶お願い
　�　新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、処分を急がないごみの持ち
込みはご遠慮ください。

５月の交通安全
　５月は、自転車安全利用推進強化月
間です。自転車の交通違反による死亡
事故が発生しています。自転車を利用
する皆さん、自転車もルールとマナー
を守って、安全に利用してください。
問合せ　総務課自治振興係　
　　　　☎77-3903

悪質商法の被害に遭わないために
　仮想通貨（暗号資産）や海外事業へ
の投資など、国民の関心が高いテーマ
に便乗して出資名目でお金をだまし取
る利殖商法、高齢者世帯を狙って屋根
や床下などの点検を口実に訪問し、必
要のない工事で高額な料金を請求する
点検商法、健康食品、化粧品などの商
品やファンド型投資商品などのマルチ
商法など、悪質商法による被害が発生
しています。

【被害に遭わないためのポイント】
キーワードは「う・そ・つ・き」
　　�うまい話を信用しない（うまい話
や絶対もうかる話は必ず大きな落
とし穴がある）

　　�相談する（一人で判断せず、家族
や知人、消費者生活センターなど
に相談する）

山武警察署　☎ 0475-82-0110山武郡市環境衛生組合  ☎ 86-3516
　　�つられて返事をしない、すぐに契
約しない（悪質業者は言葉巧みに
契約を迫る）

　　�きっぱり、はっきり断る（あいま
いな返事をせず、きっぱり、はっ
きり断る）

【訪問販売や電話勧誘販売の契約解除】
クーリングオフ制度を活用しましょう
　クーリングオフとは、契約後一定の
期間で冷静に考えてみて、無条件でそ
の契約を解除できる機会を消費者に与
える制度です。クーリングオフができ
る期間は次のとおりです。
訪問販売・電話勧誘販売　8日間以内
マルチ商法　20日間以内

【相談窓口】
不安を感じたときは一刻も早く相談
　クーリングオフにより、被害の防止
や回復ができる場合があります。
千葉県警察本部相談サポートコーナー
☎043-227-9110
千葉県消費者センター
☎043-434-0999
市町の相談窓口
☎77-3903

 

搬　入　日 事前予約日

平日の月曜日 前週の金曜日に電話予約

平日の火～金曜日 前日に電話予約

連休・休日明け 休日の前日に電話予約

第２日曜日 平日に電話予約 う

そ

つ

き

地域安全ニュース

26広報しばやま 

くらしの広場

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



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）

５　
月

2日㈰ 城西クリニック（東金） 大平医院（山武）
☎0475-52-8181 ☎0479-86-6012

3日㈪ はにや内科（大網） 京葉内科クリニック（山武）
☎0475-70-1500 ☎0475-82-2400

4日㈫ 鈴木クリニック（大網） あきば伝統医学クリニック（山武）
☎0475-71-2033 ☎0475-86-3711

5日㈬ うじはらクリニック（大網） 明海クリニック（山武）
☎0475-73-3320 ☎0475-80-5355

9日㈰ とうがね中央糖尿病腎クリニック（東金） よしみ医院（山武）
☎0475-54-2421 ☎0475-82-8676

16日㈰ 秋葉医院（東金） 松尾クリニック（山武）
☎0475-52-2039 ☎0479-86-6482

23日㈰ ふるがき糖尿病内科医院（東金） 睦岡クリニック（山武）
☎0475-52-7022 ☎0475-80-8001

30日㈰ 橋本医院（大網） 鈴木医院（横芝光）
☎0475-72-0134 ☎0479-82-0126

※�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、各医療機関にお問い合わせください。
※�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。

　　　　　　　　
　ご冥福をお祈りいたします

氏名 地区

 ※  3月１日から３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。

　矢口　キチ 山中東

　小川千賀子 川津場

　生駒　喜之 牧野東

　勝又　亘子 殿部田

　石井　ふく 菱田東

月間航空機騒音測定結果（速報）
令和３年３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 旧谷間
住母家集会所 旧谷間
旧東小学校　 旧谷間
上吹入集会所 旧谷間
高谷共同利用施設 旧谷間
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

66.8
72.8
62.3
58.9
62.9
58.7
58.1
55.4
65.2
53.5
48.1
53.8
52.8
53.9
53.3
52.7
55.8
54.0
45.9
49.8
48.5

人口と世帯数

ま ちのうごき

４月１日現在

3,607 人
3,496 人
7,103 人
3,048 世帯

人口　男
　　　女
合計
世帯

前月比

－   8 人　
－   2 人　
－ 10 人　
＋   4 世帯

５月下旬・６月上旬の保健事業　　  教室・講座・健診など
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

5
月

17日㈪ すくすく歯ッピー講座（対象者　１歳の子と保護者） 13：30～15：00（★）
子育て相談　第１保育所巡回  9：00～12：00

19日㈬ すこやか赤ちゃん相談（対象者　生後１歳未満の乳児）  9：30～11：30
13：00～15：00

子育てほっとサロン①（R２.12月～R３.３月に出産した産婦） 10：45～11：45（★）
21日㈮ ヘルスあっぷ講座（対象者　40～74歳） 10：00～11：30（★）
24日㈪ 2歳児歯科健康診査（H30.８～11月生まれ） （受付）13：00～14：00
26日㈬ 子育てほっとサロン②（R２.12月～R３.３月に出産した産婦）  9：30～11：45（★）
27日㈭ 子育て相談　第２保育所巡回  9：00～12：00

28日㈮ 乳がん検診②（超音波）
（対象者　広報しばやま令和３年３月号参照）

（受付）※要予約
 9：00～11：20
13：00～15：00

29日㈯ 乳がん検診③（超音波）
（対象者　広報しばやま令和３年3月号参照）

（受付）※要予約
 9：00～11：20
13：00～15：00

６
月

7日㈪ １歳６カ月児健康診査（対象者　R１.８～10月生まれ） （受付）13：00～14：00
10日㈭ 子育て世代の健康・食育講座（対象者　子育て中の方）  9：45～12：00（★）

15日㈫ もぐもぐ離乳食教室
（対象者　生後１歳未満の乳児の保護者） 14：00～15：30（★）

※今年度の乳がん検診は完全予約制となっておりますので、ご注意ください。
※新型コロナウイルスの影響により、事業が延期や中止となる場合などはホームページや防災無線でお知らせします。

Twitter Facebook芝山町
公式ＳＮＳ

　パパは「親バカ王にオレは

なる！」と言っています。凜に

は丈夫にのびのび育ってほし

いです。パパとママの娘に生

まれてくれてありがとう！あな

たはパパとママにとって世界

一の宝です！
　山下　　凜

りん

ちゃん
（３カ月）

新井田新田
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