募

お知らせ

６月の心配ごと相談

集

参加団体募集

千葉県生涯学習フェスティバル

生涯学習に関する様々な情報を提供するとともに、県民の
皆様が日ごろ取り組んでいる学習活動の多彩な成果を発表す
る、県内最大の生涯学習の祭典です。
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
【期日】平成１８年１０月２１日（土）・２２日（日）
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
【場所】千葉県南総文化ホール（館山市）
お知らせ
【募集企画】
○ステージ発表
郷土芸能、吹奏楽、合唱、舞踊、ダンス、文化発表、スポ
ーツ演技、武道演武等。
○エアロビクス ２日、９日、１６日、２３日、３０日 １４：００〜
第１回 薬と飲食物の食べ合わせ、飲み合わせ
来場者が一緒に参加、体験できる企画も募集します。
※Ｂ＆Ｇ体育館で開催しますので、動きやすい服装で室内履き・
−くすりの正しい飲み方は？−
○野外広場活動
飲み物を持参してください。
○作品展示
【日時】平成１８年６月１０日（土） １３：００〜１５：００
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡６８−４１４３
○図書・読書活動関係発表
【場所】御宿町公民館 大会議室
【経費】経費は、参加団体において負担をお願いします。
【講師】秋元雅之氏（薬学部医療薬学科 教授）
【応募・問い合わせ】
【申込み･問い合わせ】御宿町公民館 ℡６８−２９４７
資料館企画展
御宿町公民館に備え付けの参加申込書に必要事項を記入
し、６月６日（火）までに、お申し込みください。
船の初おろしの写真・船霊さま・万祝の半てん・船方往来・潜水
〒２６０−８６６２千葉市中央区市場町１−１
具等見ごたえがある展示です。
千葉県生涯学習フェスティバル実行委員会
【期間】８月３１日（木）まで
知的障害者の人達の日ごろの作業作品の成果を是非ご覧く
（千葉県教育庁生涯学習課）担当：平川
【問い合わせ】歴史民俗資料館 ℡６８−４３１１
TEL０４３−２２３−４０７２ FAX０４３−２２２−３５６５
ださい。
ＨＰ http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/
【開催日時】平成１８年６月１６日（金）〜１８日（日）
１０：００〜１９：００（ただし、最終日は１８：００まで）
ち さんぜんしょう
【開催場所】大多喜ショッピングプラザ「オリブ」
交通事故相談所の巡回相談が次の日程で実施されますの 【出店内容】花各種、木製プランター、ビーズ作品、繊維マット
で、お気軽にご利用ください。
【展示形式】展示即売会
【問い合わせ】みずほ学園（担当：村上、吉田）
【日時】平成１８年６月９日（金） １０：００〜１５：００
県産農産物を県内はもとより首都圏・全国に向け、斬新で効
勝浦市大森上植野入会地１３−２
【場所】御宿町役場 ２階相談室
果的にＰＲ・販売促進活動を行う事業主体に対して、公募方式
℡７６−４３２１
FAX７６−４３２４
【相談内容】示談、賠償額の算出、自賠責保険の請求の仕方等
により助成します。
※相談は無料です。
【対象】県内の農業協同組合、生活協同組合、事業協同組合
【問い合わせ】千葉県交通事故相談所 ℡０４７０−２２−７１３２
やこれらの連合会および本事業の目的に合致する団体等
【対象事業】県産農産物の首都圏・全国に向けたＰＲ・販売促
千 葉県立 夷隅 養護学 校 進活動(特に東京都における活動)
【対象経費】県産農産物のＰＲ・販売促進活動にかかる経費
【実施日】平成１８年６月２６日（月）・２７日（火）
【補助金額】１００万円を上限に、事業に要する経費の１/２以内
【時間】９：３０〜１２：００
千葉県立図書館の図書が町公民館を通して利用できます。
【応募期間】６月１日(木)〜３０日(金)
【対象】どなたでもどうぞ
【申し込み方法】
【応募方法】応募用紙に記入のうえ、必要書類を添付し、直接
【
内容】
・
授業及び施設参観（
案内付き）
御宿町公民館に備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、
持参してください。
【
内容】
・
何でも質問コーナー
※詳しくはお問い合わせください。
お申込ください。
【申込先】千葉県立養護学校（教務：石川）
【応募用紙配布場所】各農業普及センター 及び県生産振興課
（検索はホームページからできます。
【応募・問い合わせ】〒２６０−８６６７
いすみ市楽町３
０
−１
http://www.library.pref.chiba.jp/）
千葉市中央区市場町１-１
℡８６−４１１１
FAX８６−３３４１
【申込み・問い合わせ】御宿町公民館 ℡６８−２９４７
県生産振興課 ℡０４３-２２３−３０８５
【開催日】 ２日（金）（一般・行政・障害者相談）
２２日（木）（一般・人権相談）
【場所等】 地域福祉センター ９：００〜１２：００
【問い合わせ】 町社会福祉協議会 ℡６８−６７２５

６月のＢ＆Ｇ健康運動教室

発行日 平成１８年５月２５日

ＮＯ．４５７

城西国際大学公開講座を行います

海の祀り 〜御宿〜

第１４回わくわくショップ

交通事故巡回相談

千 産 全 消 販売促進
対策事業主体の公募

学校公開のお知らせ

千葉県立図書館の利用のお知らせ

お知らせ

障害者を対象とした体験入校
職業人として自立を目指す障害のある方 が、その障害に応じ
た職業訓練を実際に体験できる体験入校を行います。
【日時】平成１８年６月１７日（土）・１８日（日） ９：００〜１５：００
体験入校日は各科とも障害者高等技術専門校で調整します。
【場所】千葉県立障害者高等技術専門校 実習室
【受講科目】情報技術科（身体障害者の方を対象にした科）
Ａコース：ＤＴＰ・Ｗｅｂデザインコース
Ｂコース：福祉住環境デザインコース
情報事務科（身体障害者の方を対象にした科）
Ｃコース：ＰＣビジネスコース
Ｄコース：ＰＣ会計コース
Ｅコース：ＰＣ事務コース
基礎実務科（知的障害者を対象とした科）
Ｆコース：基礎実務コース
Ｆコー
ス：短期実務コース
【定員】情報技術科・情報事務科各コース１日１０名程度（合計
２０名）、基礎実務科 1 日２０名程度（合計４０名）
【対象者】入校希望者及び進路先として該当する方（
申し込み多
数の場合は、抽選を行う）※身体障害者手帳、療育手
帳を取得しているか、取得見込みの方
【受講料】無料
【申込方法】往復はがきに第１希望・第２希望の受講コース名 （Ａ
〜Ｆ）・住所・氏名・年齢・電話番号を記入し、６月５日
（月）必着にて申し込みください。抽選結果は６月９日
（金）までに通知します。
【申込先】〒２６６−００１４ 千葉市緑区大金沢町４７０
千葉県立障害者高等技術専門校 体験入校係 宛
℡０４３−２９１−７７４４
FAX０４３−２９１−７７４５
ＨＰ http://www4.ocn.ne.jp/˜shogisen/

収蔵展｢むかしのくらし｣
むかしのくらしで日常的に使用した道具を展示し、当時の生活
を体験することができます。
【日時】５月２０日(土)〜７月９日(日) ９：００〜１６：００
【入館料】大人２００円、高校生・大学生１００円、中学生以下およ
び６５歳以上は無料
【問い合わせ】〒２９２−００４４ 木更津市太田２−１６−２
千葉県立上総博物館 ℡０４３８−２３−００１１
(月曜日休み、月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日休み)

お知らせ

千 葉県警 察外 房地区 少年セ ンタ ー
が６月１日から開所します

お知らせ

鴨川シーワールドからのお知らせ

県民の日特別イベント

鴨川シーワールドでは、６月１５日（木）の千葉県民の日に、特
少年センターは、少年犯罪の凶悪・粗暴化、少年が被害者と
別イベントとして、入園のお客様にもご参加いただいて、千葉県
なる犯罪の増加など、深刻化する諸問題に対応するため、次の
の魚「タイ」に ちなんで、「マダイ」の稚魚を放流するほか、千葉
ような活動を行っております。この度新たに、外房地区の拠点と
県に関するクイズラリーなどを実施します。
なる 外房地区少年センター を開設し、地域の実情に応じたき
め細かな活動を展開します。
千葉県民の日イベントの概要は次のとおりです。
【活動内容】
【千葉県在住の方の入園】
○街頭補導活動（パトロール活動）
中学生以下のお子様 入園無料
○少年相談（電話・面接）の受理
（※中学生の方は、受付にて学生証の提示が必要です。）
○問題を抱える少年及び保護者に対する継続的な指導・
高校生以上の大人 入園料 500 円引
助言活動
（※千葉県在住の確認が窓口で提示できるものが必要です。）
○犯罪の被害に遭われた少年や保護者に対する支援活動
【「マダイ」の稚魚放流】
（参加無料、先着１００名様）
○非行防止・健全育成のための広報啓発活動等
時間 １２：３０〜（予定）
【所在地】茂原市千代田町２丁目８番地２０
場所 鴨川シーワールド前の東条海岸
茂原市社会教育センター２階
内容 入園したお客様に放流していただきます。
Ｊ
Ｒ外房線茂原駅西口 徒歩約７分
※荒天の場合は、中止となります。
【活動区域】
【千葉県に関するクイズラリー】（６月１日〜１５日迄実施）
山武、東金、茂原、いすみ、勝浦、各警察署の管轄区域
クイズ問題（全１０問）を園内５ヶ所に設置
【問い合わせ】
千葉県警察外房地区少年センター
全問正解者の中から抽選で、１０名様に景品をプレゼント
℡０４７５−２２−３７４１
※当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます
【問い合わせ】鴨川シーワールド サービス課
℡０４−７０９３−４８０３

ＨＩＶ検査普及週間
６月１日から７日までは｢HIV 検査普及週間｣です。
HIV は無防備な性交渉などにより感染します。最近は、比較的
若い世代に感染者が増加しており、感染しても自覚症状のない
期間が数年から１０年以上も続くことがあります。このため本人が
感染に気づかずに感染を広げるおそれもあり、診断の時には、
すでにエイズを発症している事例も見受けられます。
まん延を防止するためには、感染者の早期発見が重要な｢カ
ギ｣となることから、健康福祉センターでは、ＨＩ
Ｖ検査を無料・匿
名で行っています。心当たりのある方は検査を受けてみてはい
かがですか。
※検査を希望する場合は、電話で実施する日 、時間などの確認
をお願いします。
【問い合わせ】
夷隅健康福祉センター ℡７３−０１４５
または県疾病対策課 ℡０４３−２２３−２６６５

