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狩猟免許試験・初心者狩猟講習会
イノシシなどの有害鳥獣を捕獲するための「わな」を設置するには、狩猟免許が必要です。申請には、千葉県
ホームページからの電子申請(先着順)による事前の申し込みが必要です。

■試験
試験期日

種類

①８月４日（木）

銃猟

②８月５日（金）

網猟・わな猟

③８月28日（日）

わな猟

④11月５日（土）

網猟・わな猟

⑤11月６日（日）

事前申込期間

申請受付期間

県射撃場

５月17日（火）

７月19日（火）

（市原市古屋敷）
県射撃場（市原市古屋敷）

～７月15日（金）
９月21日（水）

南房総市役所
(南房総市富浦町青木)

銃猟

⑥令和５年２月４日（土） 銃猟(第一種のみ)
⑦２月５日(日)

実施場所

わな猟

10月５日（水）

～28日（水）

県射撃場

９月21日(水)

（市原市古屋敷）

～12月12日(月)

■初心者狩猟講習会

～25日（月）

～14日（金）
12月23日（木）
～１月10日（火）

■狩猟免許取得費用の助成

試験受験者を対象に「初心者狩猟講習会」を開催します。

わな猟免許の新規取得に要した経費を助成します。

詳しくは、千葉県猟友会ホームページをご覧ください。

◇対象経費及び金額／・講習会受講料 ３万円以内

◇問合せ先／（一社）千葉県猟友会 ℡043-222-6033

・試験申請費用 5,200円以内
◇申込み・問合せ先／地域振興課農林水産振興室 ℡55-4805

県民の日賛同行事
６月 15 日は県民の日です。県内在住の方を対象に施設の無料開放や割引、イベントを開催します。
６月 15 日（水）無料開放・割引

その他の日程 無料開放

●菱川師宣記念館 入館料無料

●勝山サッカーフィールド 無料開放

時間／午前９時～午後５時
問合せ先／菱川師宣記念館 ℡55-4061

日時／６月 13 日（月）～17 日（金） 午前９時～午後５時
問合せ先／（一社）鋸南クロススポーツクラブ ℡55-3714

●Ｂ＆Ｇ海洋センター プール使用料無料

イベント

時間／午後１時～５時、午後６時～９時
問合せ先／Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡55-4411

●ふるさと俳句大会
日時／６月 11 日（土） 午前１０時～午後４時

●笑楽の湯 入浴料無料
時間／午前10 時～午後４時 (受付午後３時30 分まで)
問合せ先／笑楽の湯 ℡55-8830

場所／中央公民館
内容／安房観音巡礼公募俳句入選句発表会、ふる

●道の駅保田小学校「里の小湯」 入浴料半額

さと俳句吟行会

時間／午前 10 時 30 分～午後４時
問合せ先／道の駅保田小学校 ℡29-5530

問合せ先／見返り俳句会 ℡55-0804

１

太陽光パネル・蓄電池の
共同購入参加者募集

広告付き封筒の無償提供者募集
地域経済の振興や行政コスト削減の取り組みの一
環として、広告が掲載された封筒を無償提供してい

県では、太陽光発電設備や蓄電池の共同購入を実

ただける事業者を募集しています。会社やお店・商品

施しています。設備を共同購入することで割安な料

などの PR にご活用ください。

金で設置できます。この機会に設備を導入し、環境に
やさしい生活を始めてみませんか。

詳しくは町ホームページをご覧ください。

詳しくはインターネットで「千葉県みんなのおう

◇形状・募集枚数／長形３号、角形２号

ちに太陽光」で検索してください。

各 5,000 枚

◇参加申込／①「みんなのおうちに太陽光事務局」

◇封筒の用途／書類を送付する際に使用します。

ホームページから参加登録

◇広告掲載場所／封筒の裏面
◇使用期間／提供日から在庫が無くなるまで

②見積額を確認 ６月下旬から

◇募集開始日／６月１日（水）

③購入の判断 ８月 31 日(水)まで

◇問合せ先／総務企画課総務管理室 ℡55-4801

※設置手続きなどは事務局がサポートします。
◇問合せ先／みんなのおうちに太陽光事務局

歯科健診

℡0120-758-300

今年76歳になる方を対象に無料で歯科健診を行い

調理師試験

ます。また、昨年度対象だった方で受診していない方
も対象となります。

◇試験期日／10月29日(土)

◇受診期間／６月１日(水)～12月28日（水）

◇試験会場／幕張メッセ国際展示場

◇健診内容／・口腔診査（歯や歯肉、口腔機能の診査）

◇願書配布場所／県内各保健所(健康福祉センター)、
県健康づくり支援課

・口腔衛生指導（虫歯、歯周疾患の予防法など）

◇願書受付期間／５月30日(月)～６月３日(金)

◇受診方法／対象者に５月中に案内を送付します。

◇願書提出・問合せ先／安房保健所(安房健康福祉センター)

希望される方は直接、医療機関に予約してくださ

℡22-4511

い。
（昨年度受診していない方は、昨年度に送付し
た受診票をご利用ください。
）

大麻・けし撲滅運動

◇受診に必要なもの／被保険者証、受診票
◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112

６月30日まで「不正大麻・けし撲滅運動」実施期間

県後期高齢者医療広域連合 ℡043-216-5013

です。近年、若い世代を中心に大麻による検挙者が
増加しています。

６月は食育月間

また、大麻・けしは、不正栽培されたり道端に自生

「グー・パー食生活」でバランスの良い食生活を

していることもあります。無害な植物と似ているも

主食、主菜、副菜をそろえるとバランスが良くな

のもあるので、ご注意ください。

ります。主菜は手を「グー」の量、副菜は「パー」

大麻・けしを発見した場合は、保健所、警察署また

の量が１食に食べる量の目安とされています。これ

は県薬務課までご連絡ください。

を実践するのが「グー・パー食生活」です。

◇植えてもいいけし／ヒナゲシ、アイスランドポピー

バランスの良い食事をし、規則正しい食生活を心

◇植えてはいけないけし／アツミゲシ、ソムニフェルム種

がけましょう。

◇問合せ先／県薬務課 ℡043-223-2620

◇問合せ先／保健福祉課健康推進室 ℡55-1002

２

笑って楽しく頭と身体を動かす会・健幸ポールウォーキング～６月予定～
掲載のない教室の実施予定は、各教室のリーダーにお問い合わせください。また、新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため次のことにご協力ください。
（①検温 ②手洗い・手指消毒 ③マスクの着用 ④会場の換気）
◇笑って楽しく頭と身体を動かす会
団体名

開催日

時 間

６日

13：30～

20日

10：00～

小保田すいせんの会

１、15日

浜げんき会

田町福寿会

団体名

開催日

時 間

笑はっはの会

７日

10：00～

13：30～

田子の会

16日

10：00～

９、23日

13：30～

中佐久間元気クラブ

10日

９：30～

芝台いきいき会

８、22日

13：30～

富士見クラブ

22日

13：30～

中原あやめ会

17日

13：30～

ミモザの会

16日

11：00～

鋸東睦会

17日

10：00～

町３区の会

１、15日

13：30～

友遊会

８、22日

10：00～

エーフラ百寿会

14日

13：30～

本郷長寿会

24日

10：00～

すこやか教室

６、13、27日

13：30～

竜島さくら会

９、16日

13：30～

すこやか教室（気功）※１

20日

13：30～

ききょうの会

10日

13：30～

※１ヨガマットまたはバスタオルを持参してください。

◇健幸ポールウォーキング※２
活動場所

開催日

保田中央海岸

７日

勝山海岸

９日

佐久間川沿い・嶺岡林道

20日

鱚ヶ浦・大六海岸

21日

時 間

集合場所
保田中央海岸駐車場

13：30～

竜島区民会館前
役場玄関前
中央公民館

※２雨天の場合中止します。
◇問合せ先／地域包括支援センター ℡50-1172

今月のお薦め

～物語の持つ力を信じて～

●あきらめた人生のその先へ～／「タラント」角田光代 「ツリーハウス」
「ロック母」
「なくしたものたちの国」角田光代の文庫多数入荷！
●今は見えなくても、幸せの星は何度でも輝く～／「オオルリ流星群」伊与原新
●感動が雪のように降り積もる～／「母の待つ里」浅田次郎
●大切な人への最後の贈り物はなんですか？～／「天国からの宅配便」柊サナカ
●お試し移住、そこは魅惑の楽園だった！～／「サンセット・サンライズ」楡周平

その他新着図書
・「奔流の海」伊岡瞬 ・「ミトンとふびん」吉本ばなな ・「花盛りの椅子」清水裕貴 ・「落花流水」鈴木るりか
・「火星に住むつもりです～二酸化炭素が地球を救う～」村木風海 ・「山狩」笹本稜平 ・「マザー・マーダー」矢樹純
・
「朱より赤く」窪美澄 ・
「ミシンと金魚」永井みみ ・
「源氏物語解剖図鑑」佐藤晃子 ・
「きみだからさびしい」大前粟生
・「ドードーをめぐる堂々めぐり」川端裕人 ・「包帯クラブ」天童荒太 ・「死にざま図鑑」伊藤賢一 ・「女優」大鶴義丹
・「マシンに乗れないぼくたち」寺地はるな ・「砂嵐に星屑」一穂ミチ
児童本 ・
「せかいの図鑑」 ・
「おうさまのメロンはどこへいった？」
※その他多数入荷しています。詳しくは町ホームページをご覧ください。
◇問合せ先／中央公民館 ℡55-4151

３

暮らしの情報館

２日（木）10:00～ 子育て広場イベント【えいごであそぼ！】

（中央公民館）

４日（土）13:45～ 青少年健全育成推進大会

（中央公民館）

５日（日） 9:30～ 味わいハイキング197【木の根峠とびわ狩りハイキング】
（集合:JR岩井駅）
９日（木）10:00～ 子育て広場イベント【子育て・ぱっくんアドバイス】 （中央公民館）
１４日 (火) 10:00～ ポールウォーキング【竜島方面】

(集合:中央公民館玄関前)

１６日（木）10:00～ 子育て広場イベント【なかよし広場】

（中央公民館）

１７日（金）15:00～ 災害時合同引き渡し訓練

（保育所・幼稚園・小中学校）

２４日（金）12:45～ 乳児前期健診

(すこやか)＊対象児R3.11.1～R4.2.28生まれ

２８日 (火) 10:00～ ポールウォーキング【佐久間方面】

(集合:笑楽の湯駐車場)

特別展【頼朝起つ～鎌倉殿と坂東武者たち～】７月１０日(日)まで

（菱川師宣記念館）

※相談はすべて無料・事前予約制です。
相談名

期日

時間

場所

毎週火曜日・
木曜日

09:00～12:00
13:00～16:00

千葉地方法務局
館山支局（館山市北条）

千葉地方法務局館山支局
℡22-0620

安房巡回法律相談

４日 (土)

10:00～12:00
13:00～15:00

中央公民館

ちば司法書士総合相談センター
℡043-204-8333

税理士による無料相談

７日（火）

10:00～15:00

法青会館(館山市北条)

千葉県税理士館山支部
℡23-4132

思春期相談

９日（木）

14:00～16:00

安房保健所

安房保健所
℡22-4511

心配ごと相談

１５日（水）

13:30～16:00

ボランティアセンター

社会福祉協議会
℡50-1174

成年後見制度に関する
巡回相談

１５日（水）

13:30～16:20

保健福祉総合センター
「すこやか」

安房地域権利擁護推進センター
℡04-7093-5000

家庭教育相談オアシス

３０日（木）

18:00～20:00

中央公民館

教育委員会
℡55-2120

登記手続案内

５日（日）平野眼科
東条病院（鴨川市）
１２日（日）館山病院（館山市）

℡27-3636

予約・問合せ先

○町県民税

℡04-7092-1207
℡22-1122

納期限（全期・１期）

６月30日（木）

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303
１９日（日）鋸南病院

ＰＴＡ資源回収日は６月１日（水）です

℡55-2125

花の谷クリニック（南房総市千倉）℡44-5303
２６日 (日) 館山病院（館山市）

収益金は学校の施設整備、図書の充実等に活用されます。

℡22-1122

ご理解・ご協力をお願いします。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、

◇回収場所／各地区指定の回収場所

変更となる場合があります。

◇回収品目／新聞・チラシ ◇時間／午前７時～９時

☆安房地域医療センター（℡25-5111）は、

※アルミ缶は小・中学校の収集場所で毎日回収しています。

毎日24時間体制で救急患者を受け入れています。

なお、アルミ缶以外のものは回収できません。
※雨天時は中止します。

誌面で掲載した記事は、中止や内容が変更となる場合が
ありますのでご了承ください。

４

