お知らせ

お知らせ

夷隅郡環境衛生組合の名称等 の変更

緊急通報装置をお使いのみなさまへ
（ご注意）
発行日 平成１７年１２月２５日 ＮＯ．４４７
緊急通報装置を設置されている方で、インターネットをご利用
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
中の方は、緊急時に通報できなかったり、誤作動をおこすことが
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
あります。 次に該当する方は、地区の民生委員または町保健福
祉課までご連絡ください。
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＜緊急通報装置設置後にインターネットを導入された方＞
●ダイヤルアップ接続の方（電話回線や ISDN 回線）
インターネット使用中は、緊急ボタンを押しても広域消防へ
【開催日】 ６日（金）（一般・行政・障害者相談）
通報できません。使用中以外は通常通り通報が可能です。
２３日（月）（一般・人権相談）
●ADSL 接続の方
現在の緊急通報装置は ADSL には対応していないため、緊急 【場所等】 地域福祉センター ９：００〜１２：００
時に通報できないほか、ボタンを押していないのに広域消防 【問い合わせ】 町社会福祉協議会 ℡６８−６７２５
に通報されてしまうといった誤作動をおこす場合があります。
インターネット環境を変更して緊急通報装置を使用していただ
くか、機器を取り外していただく場合もあります。

１月の心配ごと相談

１月のＢ＆Ｇ健康運動教室

これから緊急通報装置の設置を希望される方へ
緊急通報装置は、ひとり暮らしの方や身体障害者の方の自宅
に設置し、広域消防に直接通報することにより、応急措置をとると
ともに不慮の事故を未然に防止することを目的としています。
緊急通報装置は NTT からのリースとなります。緊急通報装置の
設置工事費、使用料は町が負担いたします。電話料（基本料金
を含む）は加入者負担となります。
設置をご希望の方は、地区の民生委員又は保健福祉課までお
問合わせください。
【対象者】
(1) おおむね６５歳以上のひとり暮らしの方
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者の方で身体障害者手帳
１、２級所持者
(3) ６５歳以上のみの２人以下の世帯である方
(4) その他設置が必要と認められる方
【設置に必要なもの】
○緊急連絡先（親族）
○最寄の協力世帯（２名）・・・緊急時、救急車が到着するまで
に状況を確認でき、連絡が出来る方
緊急通報装置は、電話機に接続します。電話機のお近くに
電源があるかどうかご確認ください。
【問い合わせ】保健福祉課福祉係 ℡６８−６７１６ 内線２１２

夷隅郡夷隅町、大原町及び岬町が平成１７年１２月５日をもっ
て合併し、いすみ市となったことに伴い、夷隅郡環境衛生組合
の名称及び住所が次のとおり変更になりました。
【名称】 （新）夷隅環境衛生組合
（旧）夷隅郡環境衛生組合
【住所】 （新）千葉県いすみ市万木 5 番地
（旧）千葉県夷隅郡夷隅町万木 5 番地
※年末年始の休日は１２月２９日〜１月３日までとなります。
詳しくは、夷隅環境衛生組合（℡８６−２１５５）までお問い合
わせください。

「大原町聖苑」の名称等の変 更
いすみ市合併に伴い「大原町聖苑」の名称等が変わり、
金額も一部変更があります。

名
称 いすみ市大原聖苑
住
所 いすみ市大原４８９１番地１
○ステップエアロ １７日、２４日、３１日 １４：００〜
電話番号 ０４７０−６３−１６６７
○かんたんエアロ １３日、２０日、２７日 １４：００〜
御宿町住民
大人
１５，０００円
○中高年のはじめてレク １８日 １０：００〜
1体につき
小人
１０，０００円
※それぞれＢ＆Ｇ体育館で開催しますので、動きやすい服装で
御宿町住民
1棺・1人 １０，０００円
室内履き・飲み物を持参してください。
改葬・四肢
使用料
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡６８−４１４３
町外住民
大人
３０，０００円
1体につき
小人
２０，０００円
町外住民
パークゴルフ大会に参加しま せんか！
1棺・1人 ２０，０００円
改葬・四肢
パークゴルフは年代性別を問わず、どなたでも楽しく簡単にで ※年末年始の休日は、１２月２９日、１月１日、１月２日
となります。
きるスポーツです。皆さんもプレイしてみませんか。
【日
時】平成１８年１月１４日（土） １３：００〜
【開催場所】御宿パークゴルフガーデン
【対
象】オープン参加
（財団法人五倫文庫）
【費
用】５００円（当日持参）
町内の小・中・高校を対象に、読書の重要性の認識を深める
【申込み方法】御宿パークゴルフガーデン・公民館・御宿Ｂ＆Ｇ
ため、財団法人五倫文庫が主催となり、読書に関するポスタ
海洋センターへ申込み用紙での申込み。
ー・標語・作文の「第５回読書週間コンクール」が行なわれまし
（電話での申込み可）
た。入賞作品４８点のほか、多数の作品を展示していますの
【申込み場所】御宿パークゴルフガーデン（℡６８−４１４８）
で、ぜひご覧ください。
御宿町公民館
（℡６８−２９４７）
【期間】平成１８年１月１５日（日）まで
御宿町Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ （℡６８−４１４３）
【場所】歴史民俗資料館
【締め切り】平成１８年１月１２日（木）まで
【時間】９：００〜１７：００
【問い合わせ】
御宿パークゴルフガーデン（℡６８−４１４８）
【問い合わせ】歴史民俗資料館 ℡６８−４３１１

第５回読書週間コンクール作品展
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子育て支援のつどい

お知らせ

地域の防災を考える

障害者等の災害弱者に対する取り組みについて
発育に心配のある子どもの子育て支援について、保健・福
祉・教育分野からの意見発表があります。地域の皆さん、ボラン 【主催】長生・夷隅地域福祉ネットワーク
ティアの皆さん、情報交換しましょう。どなたでも参加できます。 【日時】平成１８年１月２８日（土） １３：３０〜１６：００
【場所】・疑似体験
煙体験ハウス
【日時】平成１８年１月２１日（土）
・
阪神淡路大震災体験談
１３：３０〜１５：３０（受付 １３：００〜）
巨大地震の現状
【場所】勝浦市市民会館 大ホール（勝浦市墨名８１５）
その時やるべき事〜本人、地域、行政
※保育室の用意あります。
・討論会〜１人ひとりの防災意識の向上に向けて
【内容】フォーラム『子どもの育ちを地域でささえるために』
障害者及び家族、茂原市役所防災課、消防本部、
【主催】夷隅保健所、夷隅郡市保健・医療・福祉・連絡協議会
巨大地震体験者等が出席し、会場の皆さんと討論
【参加費】無料
します
【問い合わせ】夷隅保健所 地域保健福祉課 ℡７３−０１４５
【問い合わせ】中核地域生活支援センター 長生「ひなた」
℡０４７５−２２−７８５９

第２６回千葉県
フラワーフェスティバル
千葉県は、全国第４位の花の産地です。県内各地から、素晴
らしい花々が集まる年に一度の祭典です。ひと足早い、春の訪
れを満喫ください。

【日時】１月１２日(木)〜１６日(月) 各１０：００〜１９：３０
※１６日は１２時まで(午後は、展示花き類の即売)
【会場】三越千葉店８階催事場(Ｊ
Ｒ千葉駅から徒歩５分)
【内容】①共進会(コンテスト)
県内各地から約６００点が出品(予定)
②展示コーナー
農林水産大臣賞、千葉県知事賞ほか特別賞受賞
作品の展示、千葉県、千葉市など各種団体による
花のディスプレイ
③花と親しむイベント
【内容】『これからの家庭経済』〜生活設計から具体的な遺言書
フラワー教室、音楽と花の競演など
この病気でお悩みの方、ご家族並びに医療関係者など、多数
の作り方まで〜をテーマに、「中高年とライフプラン、貯 のご参加をお待ちしています。
④花の販売
生産者直売、チャリティ販売、展示品の即売会など
蓄に関する基礎知識、相続対策について」をわかりやす
また、講演終了後、皆様からのご質問をお受けします。
【問い合わせ】千葉県生産振興課 ℡０４３−２２３−２８７３
く解説し、アドバイスする。
【日時】平成１８年１月２２日（日） １３：３０〜
【日時・場所・募集定員】
【場所】茂原市下永吉２１０１
日程
時間
場所
定員
長生郡市広域市町村圏組合 管理棟２階「ふれあいホール」
【
講師】
公立長生病院 整形外科医長 小笠原 明
平成１８年
１３：００〜 柏市教育福祉会館
７０名
消防設備士は、消防用設備等または特殊消防用設備等の工
【内容】講演１時間・質疑応答３０分
１月２９日（日）
１６：００ ２階 大会議室
(申込順)
事・整備に関する新しい知識や技能の習得のため、免状交付を
【申し込み・
問い合わせ】公立長生病院
（３時間） （柏市柏５−８−１２）
夷隅長生地域難病相談・支援センター 受けた後２年以内に、その後は５年以内ごとに都道府県知事が
平成１８年
１３：００〜 千葉県教育会館
１００名
行う講習を受けなければなりません。
℡０４７５−３４−２１２１
２月１１日（土）
１６：００ 新館５階 ５０１会議室 (申込順)
【対象】消防設備士免状の交付を受けている方
（３時間） （千葉市中央区中央
【日程】講習区分 ２月２１日(火) 消火設備
４−１３−１０）
【日程】講習区分 ２月２２日(水) 警報設備
平成１６年度の燃やせるゴミの１ｔ当たり焼却処理費用は、 【日程】講習区分 ２月２３日(木) 避難設備･消火器
【受講対象】おおむね４０歳以上の方
約２０，１００円かかりました。（対象経費は焼却炉を運転し、焼却 【会場】千葉県経営者会館
【申込方法】電話・ＦＡＸ・Ｅメールで事前に申し込み
した灰を処分するまでの費用を計算しています。）
(千葉都市モノレール市役所前駅から徒歩３分)
（定員になり次第締切）
燃やせるゴミの中には約５０％の紙・布類が混入しています。 【講習手数料】７，０００円
※住所・氏名・年齢・電話番号・希望人数・聴覚障害のある方
減量化のため、古紙回収にご協力ください。
【申込期間】２月６日(月)〜１５日(水)
は「手話通訳を希望」と明記
※申込方法など、詳しくはお問い合わせください。
【申込・問い合わせ】
種
類
排 出 心 得
【申込先・問い合わせ】
新
聞 新聞紙・チラシなど
たたんでヒモで束ねる。
（財）千葉県福祉ふれあい財団 長寿グループ
ダンボール 表面にワックス加工のないもの
たたんでヒモで束ねる。
〒260-0801 千葉市中央区仁戸名町６６６−２
千葉市中央区中央４−１３−２８
雑
誌 週刊誌・コミック・辞書など
ヒモで束ねる。
(社)千葉県消防設備協会(消防会館 5 階)
℡０４３−２２１−７４４８ ＦＡＸ０４３−２２１−４７７７
牛乳パック 内側にアルミを使用していないもの 水洗いし開いて乾燥させ束ねる。
℡０４３−２６８−６０３３
布
類 古着など
たたんでヒモで束ねる。
Ｅメール fukufure@cd.mbn.or.jp

ライフプランセミナー
「経済計画講座」受講者募集（無料）

後縦靭帯骨化症の講演会

消防設備士講習会

古紙回収にご協力ください

