
後期高齢者医療保険料の納期について 
 

 

※納期限を守り、納め忘れのないようにお願いします。 
金融機関での納付が困難な方は、訪問しますのでご相談く

ださい。 
【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

乗合運行エビアミー号の 
乗降場所変更のお知らせ 

これまでの利用状況等を踏まえ、令和元年１２月２日（月）の
第１便から、「御宿台パークゴルフガーデン前」乗降場所を約
１００ｍ実谷方面へ移動し、名称を変更します。 
ご利用の際はお間違えのないようお願いします。 

【移動日】令和元年１２月２日（月）第１便から 
【現行乗降場所】御宿台パークゴルフガーデン前 
【新乗降場所】ラビドールクリニック前 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】企画財政課 企画係 ＴＥＬ ６８－２５１２ 

千葉県生涯大学校 外房学園祭を開催します 
 楽しさ満載の学園祭を行います。ぜひご来場ください。 
【日時】１１月１６日（土） １０：００～１６：００ 

１１月１７日（日） １０：００～１４：３０ 
【場所】外房学園茂原校舎（茂原市本小轡３１９－１） 
【入場】無料 
【展示】手工芸、切り絵、写真、絵手紙、書道、川柳、園芸品、 

陶芸作品 等を予定 
【販売】園芸（野菜・花苗）、陶芸作品 等を予定 
【体験】グラウンドゴルフ、スポーツ吹き矢、パソコンで名刺作り、 

書道、健康麻雀 等を予定 
【芸能】落語、民謡、合唱、銭太鼓、笑いヨガ、南京たますだれ、 

詩舞 等を予定 
【問合せ】外房学園茂原校舎 ＴＥＬ ０４７５－２５－８２２８ 
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介護予防教室 巡回型元気いきいき教室 
（須賀・岩和田地区）を開催します 

町では、要介護状態にならないために、各区の集会所で軽い

運動や脳トレーニング等を行う「巡回型元気いきいき教室」を実

施します。ご近所の方お誘い合わせのうえ、皆さんのご参加をお

待ちしています。 

【日時・場所】１２月３日（火） １３：３０～１５：００ 須賀区民館 

１２月９日（月） １３：３０～１５：００ 岩和田青年館 

※他の地区は開催日が近くなりましたらお知らせします。 

※申し込みは不要ですので、直接会場へお越しください。 

※お住まいの地区以外の会場での参加も可能です。 

【対象】町内在住の方 

【持ち物】タオル・飲料水（水分補給） 

※動きやすい服装でお越しください。 

【内容】軽い運動・脳トレーニング・レクリエーション・歌 等 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 

被災住宅修繕緊急支援事業補助金について 
罹災証明により半壊又は一部損壊と判定された住宅を修繕

する場合、住宅の修繕について支援を受けることができます。 

【内容】台風１５号及び１９号により半壊又は、一部損壊の被害

のあった住宅で、１０万円以上の工事費について、２０％

（最大：５０万円）を補助します。 

【対象】台風１５号及び１９号により被災した御宿町に存する住家

（居住のために使用する建物）に自ら居住している方 

※法人、店舗や社屋は対象外です。 

【対象範囲】屋根、柱、床、外壁、基礎等 

※家電製品、家具、照明器具等は対象外です。 

【申請期間】 

令和元年１１月１５日（金）から令和２年１月３１日（金）まで 

【申請】 

申請書に次の書類を添付し、建設環境課建設係（３階④窓

口）に提出してください。申請書は建設環境課窓口に設置して

あります。また、町ホームページからもダウンロードできます。 

・修繕工事着手前の住宅の被災状況が分かるカラー写真 

・修理見積書 

・罹災証明書の写し ※証明書は、総務課で発行しています。 

・資力に関する申出書 

・その他町長が必要と認める書類（耐震性向上の確認書等） 

【問合せ】建設環境課 建設係 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/  Twitter  @KohoOnjuku 

公民館休館日に伴い 
証明書発行を休止します 

１１月２３日（土・祝）は、公民館休館のため、住民票等の証明
発行は休止になります。 
【問合せ】税務住民課 住民班 ＴＥＬ ６８－６６９５ 

スペイン友好コンサートを開催します 
公民館では、第３６回スペインギター音楽コンクール優勝者

仲山涼太さんによるスペインギターコンサートを開催します。 
入場料は無料です。お申し込みのうえ、ご来場ください。 

【日時】１２月８日(日) １４：００開演 ※１３：３０開場 
【会場】公民館 大ホール 
【定員】２２０席（申込先着順） 

申込開始は１１月２１日(木)からです。 
※月曜・祝日は除く。受付時間は９：００～１７：００ 

【主催】御宿町 
【後援】スペイン大使館、御宿町国際交流協会 
【申込・問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

エコドライブを実践しましょう！ 
１１月はエコドライブ推進月間です。千葉県内の乗用車

全てがエコドライブを行うと、約３９万ｔのCO2が削減さ
れます。自動車を運転する際は、以下のエコドライブの実
践に努めましょう。 

・発進時は穏やかにアクセルを踏みましょう。 
・加減速を減らすため、車間距離にゆとりを持ちましょう。 
・減速時はエンジンブレーキを活用しましょう。 
・エアコンは適切に使用しましょう。 
・タイヤの空気圧の点検・整備をしましょう。 
・不要な荷物は降ろしましょう。 
・無駄なアイドリングはやめましょう。 
・渋滞を避け、余裕を持って出発しましょう。 
・走行の妨げとなる駐車はやめましょう。 
・自分の車の燃費を把握しましょう。 
【問合せ】千葉県 循環型社会推進課 

ＴＥＬ ０４３－２２３－４１４４ 
千葉県 エコドライブ 検索 
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公民館主催「パワーヨガ」参加者募集 
「パワーヨガ」とは一般的なヨガにトレーニングの要素を加えた

アクティブなヨガです。心身ともにリフレッシュしてみませんか？ 

【日時】第１回目：１１月２８日（木）、１２月より第２・４木曜日 

１９：３０～２０：３０ 

【場所】公民館 和室 

【定員】２０人 ※１８歳以上の方 

定員を超えた場合は、１１月２０日（水）に抽選を行います。 

【申込方法】１１月１７日(日)までに公民館備え付けの申込用紙

にてお申し込みください。 

【問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

公民館文化体験プログラム 

「かぎ針の簡単帽子作り体験・着付け体験」 
参加者募集  

公民館では、自分の才能や趣味を再発見してもらうため、

様々なプログラムを企画しています。今回は、「かぎ針の簡単帽

子作り体験」と「着付け体験」を以下のとおり開催しますので、ど

うぞお気軽にご参加ください。 

〇かぎ針の簡単帽子作り体験 

かぎ針を使い、暖かい帽子を手作りしましょう。 

【日時】１２月７日(土) １３：３０～１５：３０頃 

【場所】公民館 大会議室 

【定員】１５人 ※お子様の参加可能です。 

【材料費】５００円（毛糸２玉、かぎ針込み） 

〇着付け体験 

お正月に自分で着物を着てみませんか？着物をお持ちでな

い方も、お気軽にご参加ください。 

【日時】１２月１１日(水) １３：３０～１５：３０頃 

【場所】公民館 和室 

【定員】１５人 

【持物】紐３～４本、伊達締め２本、足袋、肌襦袢、長襦袢、おこ

し、着物 

≪両プログラム共通事項≫ 

【申込方法】１１月２４日(日)までに公民館備え付けの申込用紙

にてお申し込みください。なお、定員を超えた場合

は、抽選になりますのでご了承ください。 

【問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

障害者雇用促進就職面接会を開催します 
ハローワーク茂原・いすみでは、障害者（身体、知的、精神）

の方を対象とした就職面接会を以下のとおり開催します。 
求人企業はハローワーク茂原・いすみを管轄する企業が参加

を予定しています。 
【日時】１２月９日（月） １３：３０～１５：３０ 
【場所】茂原市役所 市民室（茂原市道表１番地） 
【申込方法】１１月２５日（月）までに居所を管轄するハローワーク

（ハローワークいすみ）にお申し込みください。 
【問合せ】ハローワーク茂原 求人専門援助部門 

ＴＥＬ ０４７５－２５－８６０９ 

獣害対策について 
これからの季節、野生動物が頻繁に山から来るようになりま

す。特に水田の二番穂（稲刈り後に生えた稲穂）や放置してある
野菜・果樹類などを食べにきます。 
獣害対策について、次のことを行いましょう。 

①水田や果樹については放置せずにすき込みや実の収穫・撤
去を行う。 

②家庭菜園や農地には侵入できないように対策をする。 
③生ごみや収穫しない野菜を畑に放置しない。 
④ゴミ出しは当日の朝に出し、ポリバケツなど動物に食べられな
いよう工夫する。 

⑤ヤブや山林の下草などを刈り取り、見通しを良くする。 
その他、さまざまな対策がありますが動物の種類や状況により

異なりますのでご相談ください。 
【問合せ】 
・農業被害…産業観光課 農林水産班 ＴＥＬ ６８－２５１３ 
・生活被害…建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４ 

第１１回 国際交流フェスタ in ＡＷＡ
あ わ

 

「千葉県在住外国人による 
日本語スピーチコンテスト」を開催します 

毎年恒例、国際交流イベント「外国人による日本語スピーチ
コンテスト」を開催します。 
日本語が母国語でない方々に、母国と日本の文化や慣習の違

い、感じたこと等を日本語で発表していただきます。観客の皆さん
の投票による賞もありますので、ぜひ会場へお越しください。 
【日時】１２月８日（日） １３：００開演 ※１２：３０開場 
【内容】「外国人による日本語スピーチコンテスト」 

初級の部・上級の部 審査発表 
【会場・問合せ】 
千葉県南総文化ホール（ＪＲ内房線館山駅から徒歩１５分） 
ＴＥＬ ０４７０－２２－１８１１ 南総文化ホール 検索 

「遺産相続と遺言講座」を開催します 
御宿町在住の弁護士中島克巳氏を招き、遺言の必要性、遺

言書の費用や作成方法、民法改正で変わった点などについて
の講座を開催します。 
【日時】１１月２０日（水） １３：００～１４：３０ 
【場所】公民館 大会議室 
【定員】４０名（要予約） ※参加費無料 
【参加予約・問合せ】 
御宿町地域おこし協力隊 宮嵜（ミヤザキ） 
E-mail skywalker_sw_0303@yahoo.co.jp 
ＴＥＬ ０８０－５１９１－４４４７（平日９：００から１８：００） 

親と子の料理教室を開催します 
町食生活改善会では、毎年「親と子の料理教室」を開催して

います。料理を通して親子がふれあい、「楽しく」「おいしく」食べ
ることの大切さを見直してみましょう。皆さんのご参加をお待ちし
ています。 
【日時・場所】１２月１日（日） ９：３０～１３：３０ 保健センター 
【内容】講話、みそ汁塩分測定、調理実習 

献立 豆腐クリームのパングラタン、タラのフリッター 
レタスとベーコンのスープ、牛乳ココアプリン 

【対象】御宿町内の小学生とその保護者（家族） 
【定員】先着１５組 
【費用】無料 
【持ち物】ご家庭のみそ汁、エプロン、三角巾、手ふきタオル、筆

記用具、室内用くつ 
【申込期限】１１月２０日（水） 
【申込・問合せ】保健福祉課（食生活改善会事務局） 

ＴＥＬ ６８－６７１６ 

千葉県立長生特別支援学校 

「後期学校公開」及び「学校を核とした県内 
１０００か所ミニ集会」を開催します 

【日程】１１月２２日（金） 
【場所】千葉県立長生特別支援学校（一宮町東浪見６７６７番地７） 
【内容】 
〇「後期学校公開」 ９：２０～１２：００ 

本校の概要説明、施設設備や授業の様子の参観 
〇「学校を核とした県内１０００か所ミニ集会」 １１：００～１２：３０ 

基調提案 一宮町オリンピック推進課 井出 正志 主幹 
「２０２０東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組について」 
生徒との発表、意見交換（グループ協議） 

【問合せ】千葉県立長生特別支援学校 
ＴＥＬ ０４７５－４２－２４７０ 
担当 教諭：木村 正代、押塚 温子 

mailto:skywalker_sw_0303@yahoo.co.jp

