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公益社団法人 安房医師会鴨川市リスト
一般社団法人

安房歯科医師会リスト

令和2年2月1日現在

鴨川市
医療機関名称 住所 電話番号

石川外科内科クリニック 鴨川市横渚1056-3 04-7092-5210  

伊藤胃腸科クリニック 鴨川市横渚697 04-7092-2231  

エビハラ病院 鴨川市太海630-10 04-7093-2626

小田病院 鴨川市横渚880 04-7092-1128

亀田クリニック 鴨川市東町1344 04-7099-2211  

亀田総合病院 鴨川市東町929 04-7092-2211

亀田リハビリテーション病院 鴨川市東町975-2 04-7093-1400

鴨川市立国保病院 鴨川市宮山233 04-7097-1221

川邉整形外科クリニック 鴨川市横渚267-1 04-7092-3100  

黒野医院 鴨川市天津1124 04-7094-0383  

東条病院 鴨川市広場1615 04-7092-1207

東条メンタルホスピタル 鴨川市広場1338 04-7092-2138

長谷川医院 鴨川市太海2008 04-7092-0189

前川小児科クリニック 鴨川市貝渚136-1 04-7093-0366  

真木クリニック 鴨川市西江見131 04-7096-0070  

三橋医院 鴨川市横渚437 04-7092-2135  
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公益社団法人 安房医師会鴨川市リスト
一般社団法人

安房歯科医師会リスト
南房総市

医療機関名称 電話番号 住所

宇山歯科医院 0470-44-0471 千倉町平舘747

大町歯科医院 0470-33-3576 富浦町福澤137

岡山歯科医院 0470-36-2515 明石49

オダキ歯科 0470-36-3411 千代109-1

小原歯科医院 0470-44-0525 千倉町北朝夷2928

こばやかわ歯科 0470-33-2950 富浦町深名1444-1

小林歯科医院 0470-44-2374 千倉町瀬戸2374

千倉歯科医院 0470-44-5085 千倉町平舘693

出口歯科医院 0470-33-2152 富浦町豊岡836

中原歯科医院 0470-47-3301 和田町仁我浦19-9

丸山歯科医院 0470-46-3678 安馬谷2074-1

水島歯科医院 0470-38-2622 白浜町白浜2695

みなみはら歯科診療所 0470-47-5550 和田町松田141

山本歯科医院 0470-44-0021 千倉町南朝夷1220

鋸南町
医療機関名称 電話番号 住所

いけだ歯科医院 0470-55-1919 勝山434

川崎歯科医院 0470-55-1054 保田65

鋸南歯科クリニック 0470-55-1565 保田248-4 2F

森永歯科医院 0470-55-0229 竜島849－1

鴨川市
医療機関名称 電話番号 住所

池田歯科医院 04-7094-1401 天津1768-1

亀田クリニック 04-7099-1118 東町1344

鴨川市立国保病院 04-7097-1221 宮山233

鴨川歯科室 04-7092-1522 横渚261-1

かもがわデンタル
クリニック 04-7099-1665 横渚975-12-2F

高橋歯科医院 04-7093-3422 横渚1103-8

ながさ歯科医院 04-7099-8020 仲10-1

中嶋歯科医院 04-7092-5511 前原242

のぞみ歯科医院 04-7093-6176 貝渚54-1

館山市
医療機関名称 電話番号 住所

青山歯科医院 0470-20-1188 北条1943-1

池田歯科医院 0470-23-8181 長須賀337

太田歯科医院 0470-22-7171 北条1141

金子歯科医院 0470-23-5085 北条1752

亀田ファミリークリニック
館山　歯科センター 0470-20-5518 正木4304-9

観音寺歯科診療所 0470-23-5050 北条2198-12

佐々木歯科口腔顎顔面
ケアクリニック 0470-24-8001 下真倉626-1

歯科北條診療所 0470-22-0888 北条2226

高木歯科医院 0470-25-7090 館山710

館山病院 0470-25-3555 長須賀196

友野歯科医院 0470-23-8811 山本2-1

ハマダ歯科医院 0470-22-8833 北条210-1

林歯科矯正歯科医院 0470-22-0187 館山1052

堀口歯科医院 0470-23-6145 館山211

三浦歯科医院 0470-27-6183 那古1128-1

本橋歯科医院 0470-28-1300 佐野97

森歯科医院 0470-22-9885 水玉126-1

やまわき歯科医院 0470-22-4430 北条637-1

吉川歯科医院 0470-22-1182 北条1765-8

わたひき歯科医院 0470-24-4180 北条1446-1

和田歯科医院 0470-22-5333 北条2578

令和元年9月30日現在
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安房薬剤師会薬業会リスト

病院・医院・
診療所

と
健康チェック
元気法

健康チェック
元気法 姿勢の悪さや血行不良

長時間デスクワークや夏場の冷房が筋肉の収縮や血行不良
を招き、肩こりが一層悪化。仕事のストレスや胃腸の不調に
よる場合も。

筋肉を緊張させない工夫を
・正しい姿勢を心がけて。
・体の緊張や精神的な緊張からくる肩こりには深呼吸を。
・ストレスには休息と睡眠を。お昼休みの15分程度の仮眠
も効果的。

筋肉をほぐし、血行をよくする
・ツボを刺激・・・後頭部の頭蓋骨のへり、
首の中心から4cmほど外側の左右を両
手の親指で押す。
・肩こりに効く食べ物・・・豚肉やうなぎ、
豆類、玄米、レバー、かつおなど。

原　因

予防法

改善法

肩や首がこる・・・

手足が冷える
運動不足やストレス

冬は衣類対策で暖かさを逃さない。夏には冷房対策を。体を
芯から温める半身浴も効果的。冬は40℃、夏は38～39℃く
らいのぬるま湯で汗がでるまでゆっくりと。

体を冷やさない工夫を

血行改善と自律神経の正常化

足にたまりがちな血液を循環しやすくするのが背伸び運
動。足を少し開いて立ち、つま先立ちするようにかかとを上
げ下げするだけ。足が温かく感じられるまで繰り返します。
冷え性を根本的に改善するには、脂肪を減らして筋肉をつ
けること。テレビを見ながらでもできるダンベル体操や足
のスクワットを1日10分でも続けましょう。

・血行をよくする背伸び運動や軽い筋トレ。

原　因

予防法

改善法

腸の調子を狂わせる生活習慣
食物繊維の不足によるもの、ストレス・不
規則な生活が引きおこす胃腸の運動異常
によるもの。便意そのものを感じにくく
なったり、筋力が落ちると内臓下垂にな
り、腸の運動が弱くなります。

便秘解消のポイント
・朝の排便習慣をつける
・起き抜けに1杯の水や牛乳を飲む
・下腹部のマッサージで腸の動きを助ける
・便意を感じたらがまんしない
・できるだけ体を動かす
・バランスのよい食事をする
・便秘に効く食べ物・・・　
玄米、果物、卯の花（おか
ら）、海藻、野菜、乳製品、
油脂など

原　因

予防法

便　秘

疲れやストレスがたまって
いると、さまざまな体の不
調が現れてきます。
少しの工夫と心がけで症状
を予防・改善しましょう。

いざというとき頼りになる! 

あなたのそばの医療機関

名称 電話番号 住所
アマツ調剤薬局 04-7094-0727 天津1143-4

オキナヤ薬局 04-7096-0023 西江見21

鴨川鈴薬局 04-7093-7087 広場1334-9

川上回新堂薬局 04-7097-1133 南小町772-3

小湊薬局 04-7095-2320 小湊39

斉藤薬局 04-7092-0682 太海2009-1

タニ薬局 04-7092-0234 横渚699-10

なのはな薬局 04-7093-0787 貝渚54-1

西野薬局 04-7093-5081 横渚721

㈲フジヒラ薬局鴨川店 04-7092-1951 横渚970-1

みなみ薬局鴨川店 04-7098-3730 横渚870-4

安川薬局 04-7097-1777 大川面1003-1
ヤックスドラッグ
鴨川薬局 04-7099-2121 横渚字鎌田105

ヤックスドラッグ
鴨川長狭薬局 04-7099-8273 宮山1707

館山市
名称 電話番号 住所

アークス薬局 0470-24-0131 北条1708 

アークス薬局西口店 0470-30-9300 北条2825 

アライ薬局 0470-25-7260 長須賀713 

安房薬局 0470-22-0651 長須賀214-9 

イオン薬局館山店 0470-23-8132 八幡545-1 

オリーブ薬局 0470-24-6345 北条41-3 

かしわざき薬局 0470-23-9901 沼1630 

クオール薬局館山店 0470-25-5515 北条2416-17 

くるみ薬局 0470-29-5505 上真倉342-2

小宮薬局 0470-27-2041 船形941 

サエラ薬局館野店 0470-30-8022 山本1192-1 

サエラ薬局館山店 0470-20-5281 正木4304-9 

さくら薬局館山店 0470-22-8778 国分911-1 

さくら薬局館山長須賀店 0470-24-2271 長須賀195 

里見薬局 0470-27-5262 船形493 

スミレ薬局 0470-25-3385 北条2198-11 

スミレ薬局九重店 0470-20-3855 薗170-7 

すみれ薬局館山店 0470-27-6282 正木795-1 

竹の屋薬局 0470-22-0002 長須賀123 

館山中央公園薬局 0470-25-5250 安布里216-3

館山調剤薬局 0470-24-3730 北条1866-7 

たてやま薬局駅前店 0470-30-8581 北条2181-4 

田辺薬局 0470-22-5575 北条2214 

富沢薬局 0470-22-3149 北条1821

原田薬局西の浜店 0470-22-4197 館山10

ひまわり薬局 0470-25-7277 沼1612 

ひまわり薬局城山店 0470-25-5622 上真倉2239-1 

ほうじょう薬局 0470-22-1220 北条1355-7 

丸加薬局 0470-27-2390 船形974 

【薬局】鴨川市
名称 電話番号 住所

みなみ薬局 0470-23-3730 北条1625-48 

みなみ薬局つるがや店 0470-29-5477 北条1897-54

山口薬局 0470-23-7038 館山1231-3 

南房総市
名称 電話番号 住所

いわい薬局 0470-57-4481 竹内344-2

かなめ薬局とみやま店 0470-58-0770 平久里中1347-1 

昭和薬局 0470-33-2002 富浦町原岡60-3 

しらはま薬局 0470-30-5210 白浜町白浜2670-9 

スマイル薬局 0470-44-3971 千倉町平舘764-5 
スミレ薬局
ローズマリー店 0470-46-4675 白子2131-5 

多喜薬局 0470-44-2393 千倉町瀬戸2355 

ちくら薬局 0470-44-4860 千倉町北朝夷2320 

テンゴク堂薬局 0470-33-2027 富浦町原岡87-2 

とみうら薬局 0470-33-4423 富浦町原岡137-2

七浦薬局スマイル 0470-40-3971 千倉町大川638

南山堂薬局南房総店 0470-28-5891 本織50-5

西野薬局 0470-47-5003 和田町仁我浦5-6 

まきのき薬局 0470-47-5023 和田町仁我浦116-1 

まるやま薬局 0470-28-5885 安馬谷2065-4

みどりダイイチ薬局 0470-38-5780 白浜町白浜2885-9 
ヤックスドラッグ
丸山薬局 0470-29-7111 加茂2651-1

鋸南町
名称 電話番号 住所

キョウアイ薬局 0470-50-1115 勝山359-4 

はしがみ薬局 0470-50-1175 保田28-2 

ほた薬局 0470-55-2456 保田223 

みなみ薬局勝山店 0470-50-1373 勝山366-2 

【登録販売業】
名称 電話番号 住所

相馬薬品 0470-38-3780 南房総市白浜町白浜3507-6

間宮薬店 0470-47-2044 南房総市和田町仁我浦126-1
ヤックスドラッグ
鋸南店 0470-50-1440 鋸南町下佐久間451-2

有限会社三共 0470-55-1068 鋸南町保田66

泉仁堂 0470-23-2588 館山市北条1822-5
ヤックスドラッグ
館山バイパス店 0470-27-5208 館山市正木830

小湊薬店 04-7095-2554 鴨川市小湊183

【卸売販売業】
名称 電話番号 住所

アルフレッサ
館山営業所 0470-22-3151 館山市北条2617-26

岩渕薬品㈱
鴨川営業所 04-7092-3331 鴨川市坂東西の前337
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安房薬剤師会薬業会リスト

病院・医院・
診療所

と
健康チェック
元気法

健康チェック
元気法 姿勢の悪さや血行不良

長時間デスクワークや夏場の冷房が筋肉の収縮や血行不良
を招き、肩こりが一層悪化。仕事のストレスや胃腸の不調に
よる場合も。

筋肉を緊張させない工夫を
・正しい姿勢を心がけて。
・体の緊張や精神的な緊張からくる肩こりには深呼吸を。
・ストレスには休息と睡眠を。お昼休みの15分程度の仮眠
も効果的。

筋肉をほぐし、血行をよくする
・ツボを刺激・・・後頭部の頭蓋骨のへり、
首の中心から4cmほど外側の左右を両
手の親指で押す。
・肩こりに効く食べ物・・・豚肉やうなぎ、
豆類、玄米、レバー、かつおなど。

原　因

予防法

改善法

肩や首がこる・・・

手足が冷える
運動不足やストレス

冬は衣類対策で暖かさを逃さない。夏には冷房対策を。体を
芯から温める半身浴も効果的。冬は40℃、夏は38～39℃く
らいのぬるま湯で汗がでるまでゆっくりと。

体を冷やさない工夫を

血行改善と自律神経の正常化

足にたまりがちな血液を循環しやすくするのが背伸び運
動。足を少し開いて立ち、つま先立ちするようにかかとを上
げ下げするだけ。足が温かく感じられるまで繰り返します。
冷え性を根本的に改善するには、脂肪を減らして筋肉をつ
けること。テレビを見ながらでもできるダンベル体操や足
のスクワットを1日10分でも続けましょう。

・血行をよくする背伸び運動や軽い筋トレ。

原　因

予防法

改善法

腸の調子を狂わせる生活習慣
食物繊維の不足によるもの、ストレス・不
規則な生活が引きおこす胃腸の運動異常
によるもの。便意そのものを感じにくく
なったり、筋力が落ちると内臓下垂にな
り、腸の運動が弱くなります。

便秘解消のポイント
・朝の排便習慣をつける
・起き抜けに1杯の水や牛乳を飲む
・下腹部のマッサージで腸の動きを助ける
・便意を感じたらがまんしない
・できるだけ体を動かす
・バランスのよい食事をする
・便秘に効く食べ物・・・　
玄米、果物、卯の花（おか
ら）、海藻、野菜、乳製品、
油脂など

原　因

予防法

便　秘

疲れやストレスがたまって
いると、さまざまな体の不
調が現れてきます。
少しの工夫と心がけで症状
を予防・改善しましょう。

いざというとき頼りになる! 

あなたのそばの医療機関
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　リフォームの目的から具体的
な計画を立てましょう。

・施工業者の事業内容がリフォーム目的と合致しているか？
・実績や業務内容を吟味。信頼できる事業者か？
・候補を数社選んで同じ条件で見積書を提出してもらい
検討したか？

　契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認しましょう。
見積書・提案書や契約書だけでなく、打ち合わせの際の資料や

メモなど書類にはしっかり目を通し、保管しておきましょう。

・工事に向けての準備や近隣への周知は大丈夫か？
・工程表に基づいて進んでいるか？
・変更・追加などが発生していないか？

　定期的に施工業者から報告・連絡を受けるようにしましょ
う。また、不安がある場合は施工業者の担当者を通じて確認す
るようにしましょう。

・事業者立ち会いの下、確認をし説明をうけたか？
・今後のメンテナンスや保証先を確認したか？

　建物の一部分の改装もリフォームですし、全面改装でもリフォーム
です。当然のことですが、手を加えれば加える程かかる費用は増えてい
きます。例えば、畳敷きの6畳間をフローリングに替える場合は十数万
円ですが、家全体に及ぶ大掛かりな改装の場合は、建替えの方が安くな
る事もあります。

　現在のお住まいの不満のある所をリストアップする事をおすすめし
ます。そうする事でただ漠然と不満に感じていた事も具体的に検討出
来るようになり、優先順位をつけて内容の整理もしやすくなります。
　また、キッチンなどの設備の取り替えをお考えの場合は、ショールー
ムなどで実際に見て触ってみる事も重要です。

●費用の安さで決めずに、契約内容に納得した上で契約をかわしま
しょう。
●建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認しましょう。
●経験豊富で実績がある事業者かどうか確認しましょう。
●アフターフォローはどうなのか、必ず確認しましょう。

具体的な計画をたてる

・時期、期間は？
・予算は？

リフォームの進め方とポイントリフォームの進め方とポイント
事業者を決める～契約する

着工 着工後

リフォームの疑問リフォームの疑問

STEP.1

STEP.3 STEP.4

STEP.2

Ｐ
ｏ
ｉ
ｎ
ｔ

Ｐ
ｏ
ｉ
ｎ
ｔ

Ｐ
ｏ
ｉ
ｎ
ｔ

Ｐ
ｏ
ｉ
ｎ
ｔ

　この時点での情報収集も大切なポイントです。

Q
A
リフォームの費用はどのくらいかかりますか？
改装の範囲で変わっていきます

Q
A
信頼のおける業者とは？
２～３社は候補を挙げて比較しましょう

Q
A
満足いくリフォームのポイントは？
まずは現在の不満点を挙げてみましょう

リフォームリフォーム のの 基礎知識基礎知識  快適生活 住まいの講座 
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　リフォームの目的から具体的
な計画を立てましょう。

・施工業者の事業内容がリフォーム目的と合致しているか？
・実績や業務内容を吟味。信頼できる事業者か？
・候補を数社選んで同じ条件で見積書を提出してもらい
検討したか？

　契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認しましょう。
見積書・提案書や契約書だけでなく、打ち合わせの際の資料や

メモなど書類にはしっかり目を通し、保管しておきましょう。

・工事に向けての準備や近隣への周知は大丈夫か？
・工程表に基づいて進んでいるか？
・変更・追加などが発生していないか？

　定期的に施工業者から報告・連絡を受けるようにしましょ
う。また、不安がある場合は施工業者の担当者を通じて確認す
るようにしましょう。

・事業者立ち会いの下、確認をし説明をうけたか？
・今後のメンテナンスや保証先を確認したか？

　建物の一部分の改装もリフォームですし、全面改装でもリフォーム
です。当然のことですが、手を加えれば加える程かかる費用は増えてい
きます。例えば、畳敷きの6畳間をフローリングに替える場合は十数万
円ですが、家全体に及ぶ大掛かりな改装の場合は、建替えの方が安くな
る事もあります。

　現在のお住まいの不満のある所をリストアップする事をおすすめし
ます。そうする事でただ漠然と不満に感じていた事も具体的に検討出
来るようになり、優先順位をつけて内容の整理もしやすくなります。
　また、キッチンなどの設備の取り替えをお考えの場合は、ショールー
ムなどで実際に見て触ってみる事も重要です。

●費用の安さで決めずに、契約内容に納得した上で契約をかわしま
しょう。

●建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認しましょう。
●経験豊富で実績がある事業者かどうか確認しましょう。
●アフターフォローはどうなのか、必ず確認しましょう。

具体的な計画をたてる

・時期、期間は？
・予算は？

リフォームの進め方とポイントリフォームの進め方とポイント
事業者を決める～契約する

着工 着工後

リフォームの疑問リフォームの疑問

STEP.1

STEP.3 STEP.4

STEP.2

Ｐ
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　この時点での情報収集も大切なポイントです。

Q
A
リフォームの費用はどのくらいかかりますか？
改装の範囲で変わっていきます

Q
A
信頼のおける業者とは？
２～３社は候補を挙げて比較しましょう

Q
A
満足いくリフォームのポイントは？
まずは現在の不満点を挙げてみましょう

リフォームリフォーム のの 基礎知識基礎知識  快適生活 住まいの講座 
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車の維持費は年間でどのくらいかかりますか？

　使う用途や車種によって違いはありますが、車の維持費は大きく4つに
分類されます。ガソリンなどの燃料費、定期点検・車検、部品、消耗品など
のメンテナンス費、年間の任意保険料、自動車税も必要になってきます。
　他にも、保管場所によっては駐車場代なども考えられますので、車を購
入する前には、これらも併せて考慮することが大切です。

車種によって支払う税金に違いはありますか？

　平成14年から、排出ガスや燃費の性能など環境に配慮した度合いに
よって、車種や車齢ごとに異なる税額となる「グリーン税制」が実施されて
います。
　これによって電気や天然ガスなどの低燃費自動車などは、新車購入時
にかかる税率が大幅に軽減されています。一方で一定の車齢を越えた
ディーゼル車などに対しては、増税もあります。
　細かな基準と条件がありますので、しっかり確認しておきましょう。

車のことＱ＆Ａ葬儀について 故人の宗教に合わせた
作法を守りましょう

服装のマナー

　仏式の焼香は、その香りで死者を慰め、その場の空気
を清めるという意味があります。

　神道では儀式の前に「手水の儀」を行います。
　水をいれた手桶とひしゃくが用意されていますから、こ
れで軽く手を洗い、口をすすいで清め、用意された懐紙で
ふき取ります。遺族、僧侶に一礼。

抹香をつまみ、お辞儀をする形で目の高さに押しい
ただく。
そのまま香炉の上に持っていき、パラパラと撒くよ
うに落とす。
遺影を見つめて合掌、数珠は左手にかけたまま。
２～３歩下がり、僧侶、遺族に一礼して席に戻る。

①
②

③

④
⑤

①

②

③
④
⑤

　教会で行われるキリスト教の葬儀では、葬儀終了後に喪
主、遺族、親族、一般の順に白い花（カーネーションや菊）
を献花台に供えます。このとき茎を祭壇側に向けます。

　会葬者の服装は黒で統一する人
がほとんどです。女性の場合は、地
味なデザインのワンピースやスーツ
に、黒かベージュのストッキングを身
につけて。濃い口紅は避け、傘は黒、
ハンカチは白や地味な色のものを
選びましょう。男性は、ブラックか
ダークスーツに、黒のネクタイを。

右手は上から枝側を、左手は下
から葉先を支える形で持つ。
軽く黙礼して玉串を時計回りに
回転させ根元を神前に向けて両
手で供える。
２～３歩下がり丁寧に二拝。
音を立てずに二拍手、一拝。
２～３歩下がり、神官、遺族に一礼
して席に戻る。

　玉串奉奠では、

手水の儀

拝礼のマナーについて

①、②

① ②

③ ④

③ ① ② ③、④④

※掲載の記事に関しましては、一般的な慣習を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。
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車の維持費は年間でどのくらいかかりますか？

　使う用途や車種によって違いはありますが、車の維持費は大きく4つに
分類されます。ガソリンなどの燃料費、定期点検・車検、部品、消耗品など
のメンテナンス費、年間の任意保険料、自動車税も必要になってきます。
　他にも、保管場所によっては駐車場代なども考えられますので、車を購
入する前には、これらも併せて考慮することが大切です。

車種によって支払う税金に違いはありますか？

　平成14年から、排出ガスや燃費の性能など環境に配慮した度合いに
よって、車種や車齢ごとに異なる税額となる「グリーン税制」が実施されて
います。
　これによって電気や天然ガスなどの低燃費自動車などは、新車購入時
にかかる税率が大幅に軽減されています。一方で一定の車齢を越えた
ディーゼル車などに対しては、増税もあります。
　細かな基準と条件がありますので、しっかり確認しておきましょう。

車のことＱ＆Ａ葬儀について 故人の宗教に合わせた
作法を守りましょう

服装のマナー

　仏式の焼香は、その香りで死者を慰め、その場の空気
を清めるという意味があります。

　神道では儀式の前に「手水の儀」を行います。
　水をいれた手桶とひしゃくが用意されていますから、こ
れで軽く手を洗い、口をすすいで清め、用意された懐紙で
ふき取ります。遺族、僧侶に一礼。

抹香をつまみ、お辞儀をする形で目の高さに押しい
ただく。
そのまま香炉の上に持っていき、パラパラと撒くよ
うに落とす。
遺影を見つめて合掌、数珠は左手にかけたまま。
２～３歩下がり、僧侶、遺族に一礼して席に戻る。

①
②

③

④
⑤

①

②

③
④
⑤

　教会で行われるキリスト教の葬儀では、葬儀終了後に喪
主、遺族、親族、一般の順に白い花（カーネーションや菊）
を献花台に供えます。このとき茎を祭壇側に向けます。

　会葬者の服装は黒で統一する人
がほとんどです。女性の場合は、地
味なデザインのワンピースやスーツ
に、黒かベージュのストッキングを身
につけて。濃い口紅は避け、傘は黒、
ハンカチは白や地味な色のものを
選びましょう。男性は、ブラックか
ダークスーツに、黒のネクタイを。

右手は上から枝側を、左手は下
から葉先を支える形で持つ。
軽く黙礼して玉串を時計回りに
回転させ根元を神前に向けて両
手で供える。
２～３歩下がり丁寧に二拝。
音を立てずに二拍手、一拝。
２～３歩下がり、神官、遺族に一礼
して席に戻る。

　玉串奉奠では、

手水の儀

拝礼のマナーについて

①、②

① ②

③ ④

③ ① ② ③、④④

※掲載の記事に関しましては、一般的な慣習を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。
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鴨川市商工会

〒296-0001 千葉県鴨川市横渚643-2　
TEL：04-7092-0320　FAX：04-7092-0579

鴨川市商工会

商工会は、地域における商工業の総合的な改善発達を図るとともに、社会一般の福
祉の増進に資することを目的として、｢商工会法｣に基づき設立された法人であり、
地域の商工業者で組織されています。地域で商工業を営む方なら法人、個人を問わ
ずどなたでも加入できます。
講習会や福利厚生事業など、会員向けサービスを多数提供していますので商工会
に加入して、元気な企業と地域を一緒につくりましょう！

経営指導員による巡回、窓口相談や、各種講習会開催を通じて、企業経営
をサポートします。

●経営全般の支援

●開業・事業承継などの支援

●金融支援

●事業計画策定支援

●税務・経理支援

●労務支援

●共済・福利厚生相談

商工会とは

地域商工業者の経営支援

支援内容

★具体的な支援制度の一例

高度な課題に関して専門家（中小企業診断士、税理士
等）を派遣し、具体的、実践的な指導、助言により課題
解決に導きます。

★エキスパートバンク

商工会が運営する、インターネットを用いた経理
ソフトで、財務状況把握や決算書作成が可能です。

★商工会の経理ソフト｢ネットde記帳｣

経営革新計画や、各種補助金申請に関する事業計画
の策定及び申請書作成の支援を行います。

★事業計画策定支援

★小規模事業者経営改善資金(マル経)融資
　【取扱金融機関:日本政策金融公庫】
無担保、無保証人、低金利の融資制度です。
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株式会社サイネックス
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3

TEL.03-5275-5022

株式会社サイネックス　木更津営業所
〒292-0057 千葉県木更津市東中央2-4-13 富士火災木更津ビル6F

TEL.0438-25-9080

編 集 後 記

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

令和2年4月発行

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

発行

広告販売

鴨川市
〒296-8601 千葉県鴨川市横渚1450

TEL.04-7092-1111㈹

「鴨川市くらしのガイド」は、鴨川市にお住まいの皆様方へ、市の
行政情報をお届けするとともに、地域企業の発展につなげることを
目的として発行いたしました。
　また、市民の皆様方に、より利便性の高い情報源としてご利用いた
だけるよう、官民協働事業として鴨川市と株式会社サイネックスと
の共同発行としました。
　「鴨川市くらしのガイド」は、地域の各団体及び事業者の皆様のご
協力により、行政機関への設置はもとより、鴨川市の全世帯へ無償配
布することができました。あらためて心より厚くお礼申し上げます。

■「鴨川市くらしのガイド」に掲載の行政情報は、令和2年4月1日現
在の情報を掲載しています。社会情勢の変動等により内容が変更
される場合がありますので、あらかじめご了承ください。行政情報
の内容・手続き等で不明な場合は、各担当課までお問い合わせくだ
さい。

■また掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご活
用ください。広告内容については株式会社サイネックスにお尋ね
ください。

くらしの
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鴨川市役所 〒296-8601 千葉県鴨川市横渚1450 ☎04-7092-1111(代)
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