お知らせ

お知らせ

７月のＢ＆Ｇ健康運動教室

城西国際大学公開講座を行い ます
第３回 規則正しい生活を続けるためのコツ！？
【日時】平成１８年７月８日（土） １３：００〜１５：００
【場所】御宿町公民館 大会議室
【講師】酒井健介 氏（
薬学部医療薬学科 講師）
【申込み･問い合わせ】御宿町公民館 ℡６８−２９４７

心身障害児（者）に対する
プール施設入園料の減免につ いて

発行日 平成１８年６月２５日

ＮＯ．４５９

編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２

http://www.town.onjuku.chiba.jp/
お知らせ

スクールゾーン規制について

児童生徒の通学時における安全確保のため、次の区域は午前７時
社会福祉法に基づく施設に入所されている皆様・在宅心身障害者 から午前８時３０分まで車両通行止めの規制（スクールゾーン規制）と
の皆様及び精神障害者の皆様は、下記の施設を入園料が無料でご利 なっております。スクールゾーン規制の趣旨をご理解のうえ、ご協力く
ださい。
用になれます。
御宿中学校付近
【入園料が全額免除される施設】
利用施設名

利用期間
問い合わせ
平成18年7 月21 日(土)から (財)千葉県福祉ふれあい財団
酒々井ちびっこ天国
平成18年8月31日(木)まで
℡：0436−74−3170
千葉県こどもの国
平成18年9 月30 日(土)まで
富津公園
平成18年7月15日(土)から ジャンボプール管理事務所
ジャンボプール
富津公園
屋内温水プール

平成18年8月31日(木)まで
平成19年3 月31 日(土)まで

御宿変電所

国道128号線

御宿中学校

℡：0439−87−6061
屋内温水プール管理事務所
℡：0439−87−8887

スクールゾーン

【利用手続き等 】
（１）減免の対象者は、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者
保健福祉手帳所持者及びその付添い人１名とし、料金の減免は入
園料のみとなります。（
駐車料金等は含みません）
（２）利用者は、施設利用当日、窓口に身体障害者手帳、療育手帳ま
たは精神障害者保健福祉手帳を提示すると共に、窓口に用意して 国道 128 号線〜六軒町
ある減免申請書に氏名等を記入してください。
国道128号線
（３）富津公園屋内温水プールを利用するときは、事前に専用使用の
予約が入っていないか施設に必ず確認してください。
※詳しくは、各施設にお問合わせください。

商工会

新町会館

御宿小学校

平成１８年度毒物劇物
取扱者試験の実施について

スクールゾーン

【試験の期日及び場所（各試験共通）
】
期 日
時 間
場 所
平成18年
集合時刻 １３：００
千葉経済大学
8月2日（
水） 試験開始時刻 １３：３０ （
千葉市稲毛区轟町3丁目59番5号）
試験終了時刻 １５：３０

【願書受付日程及び場所】
期 日
平成18年
7月12日（
水）
7月13日（
木）

時
間（
両日共通）
９：３０〜１１：３０
及び
１３：００〜１６：００

場 所
千葉県教育会館304会議室
（
千葉市中央区中央4丁目13番10号）

※詳細は、下記にお問い合わせください。
【問い合わせ】
千葉市中央区市場町１−１
千葉県健康福祉部薬務課 ℡０４３−２２３−２６１８

【問い合わせ】
総務課 ℡６８−２５１１
いすみ警察署 ℡６２−０１１０

７月の心配ごと相談
【開催日】 ３日（
月）（一般・
行政・障害者相談）
２１日（
金）（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

○エアロビクス ７日 １４：００〜
※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・
飲み物を持参してください。
○アクアビクス＆水中ウォーキング
１６日、２３日、３０日 １４：３０〜
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡６８−４１４３

Ｂ＆Ｇプール開設
【開設期間】平成１８年７月１５日（
土）
〜９月３日（日）
【開設時間】９：００〜１２：００ １３：００〜１７：００
【休 館 日】毎週月曜日及び祝祭日の翌日
【そ の 他】小学生以下は保護者の付き添いが必要です。
※都合により入場制限をすることがあります。ご利用の際は、電話
で確認をしてください。
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡６８−４１４３

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール監 視員募集
【業務内容】プール監視及び施設管理等
【雇用期間】７月２２日（土）から９月３日（日）まで
【資 格】１８歳から５０歳まで
１日３時間以上、週４日程度勤務できる方
【募集人数】２名
【そ の 他】水泳技能等を有する方、プール監視業務経験者を優先
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、７月１２日（水）
までにＢ＆Ｇ海洋センターへ提出してください。
【問合せ先】Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡６８−４１４３

障害基礎年金（２０歳前の障害など）
を受けている方
― 現況届 は７ 月３１ 日まで に―
毎年７月は、障害基礎年金を受けている方のうち、次に該当する
方が現況届を提出する時期となっています。
①２０歳前に初診のある傷病による障害基礎年金を受けている方
②障害福祉年金から移行した障害基礎年金を受けている方
この届けは、あなたやご家族の状態に変化がないか確かめて、
引き続き年金を支給すべきかどうかを決定する、年に一度の大切な
ものです。
現況届の用紙は６月下旬に社会保険事務所より送付されますの
で、正しくご記入のうえ７月末日までに、住民水道課窓口へ提出して
ください。ただし、年金を受けられるようになって１年未満の方と、他
の公的年金を受けることにより引き続き障害基礎年金の支払いが全
額停止となる方は、提出する必要がありません。
なお、このほかの年金（老齢福祉年金を除く）は、「誕生月の末日」
が、現況届を提出する期限になっております。
【問い合わせ】
住民水道課 住民班 ℡６８−６６９５

お知らせ

特別ごみ収集の
申込み受付を行います

お知らせ

平成１８年度千葉県
介護支援専門員実務研修受講 試験

特別ごみ収集の申し込み受付を行いますので、収集を希望される 【試験日】
平成１８年１０月２２日（日） １０：００〜１２：００
方は下記のとおりお申し込みください。
【受験資格】
医療・保健・福祉分野の有資格者で一定期間以上の実務
受付日
平成１８年７月６日（
木）
経験のある方
御宿岩和田漁業協同組合
【申込書配布期間】平成１８年７月１２日（
水）
〜８月４日（金）
場 所
岩和田青年館
御宿支所
【申込書配布場所】
時 間
９：００〜１０：３０
１１：００〜１２：００
県社会福祉協議会、県保険指導課、各県健康福祉センター、役場
平成１８年７月２２日（
土）
〜平成１８年８月２１日（
月）
２階保健福祉課、町社会福祉協議会
収集期間
【申込受付期間】
平成１８年７月１８日（火）〜８月５日（
土） 消印有効
※日曜日の収集は行いません。
簡易書留による郵送のみの受付となります。
●収集加入料金は、月額１，０００円（７、８月の場合は２ヶ月分）です。 【問い合わせ】
千葉県社会福祉協議会
※ただし、すでに年間１２，０００円で加入している場合を除き
〒２６０−８５０８ 千葉市中央区千葉港４−３
ます。
℡ ０４３−２０４−１６１０ ＦＡＸ ０４３−２４１−５１２１
●収集運搬については、排出者と業者との個人契約になりますので、
直接業者に支払いしてください。
勝浦いすみ青年会議所からのお知らせ
●運搬業者等による清掃センターへの搬入料金については、戸別計
量し、後日１ｋｇあたり６円で町より送付の納付書により納付してくだ
夏休み最後の親子の思い出サマーキャンプのお知らせです。当青
さい。
年会議所主催のサマーキャンプも第６
回を迎えることができました。そ
●申し込み用紙は建設環境課または、当日受付場所に用意してあり
こで、今回は初めての企画！この夏、親子で感動しよう
ということで「親
ますので、記入・押印のうえ料金とともにお申し込みください。
子の絆」をテーマに開催します。キャンプファイアーや親子で思い出の
※夏期においては、町ごみ収集の追加日程があります。
品作り等色々なイベントを企画しています。
環境カレンダーをご覧ください。
夏休み最後の思い出に！親子の絆の大切さを知るために！親子
【問い合わせ】
建設環境課 環境整備班 ℡６８−６６９４
で感動するために！
是非、勝浦いすみ青年会議所の企画するサマーキャンプにご参加
ごみ処理加入料 ください。詳細と申込方法は、
各学校を通じて配布します。
【日時】８月２６日（土）９：００ 〜 ２７日(日)１６：００予定
一般家庭及び事業所などで出たごみは、町清掃センターで処分さ 【参加対象者】夷隅郡市内の小学校３〜６年生とその父母
れ、その処分するための費用として一般廃棄物処理手数料を下記の 【場所】大多喜町県民の森
(社)勝浦いすみ青年会議所 理事長 渡邉昌俊
金額で納付をしていただいています。手数料の支払手続をされていな 【主催】
【
問い合わせ】
サマーキャンプ実行委員長 岡田 貴宏
い方、もしくは営利を目的としている事業所（者）の方で手数料の金額
℡０９０−１４３６−１０３５
に誤りがある場合などございましたら、至急、建設環境課までご連絡く
※町への問い合わせはご遠慮願います。
ださい。

今年もやってくるＪＣキャン プ！

一般廃棄物処理手数料（
の支払い

区 分
手 数 料
一般家庭
月額
200円
一般廃棄物処理手数料
事業所（者）
月額 1,000円
（ごみ処理加入料）
臨時的事業所（者） 月額 1,000円

）

種 別

商工会からのお知らせ

「あんどん絵」を展示します

お知らせ

水稲病害虫の航空防除を実施

水稲の病害虫を防除するため、須賀・高山田・久保・上布施・実
谷・七本地区の水田において、ヘリコプターによる農薬の航空防除
を実施します。
防除が安全に行われますよう皆様のご協力をお願いします。

○日時 ７月１６日（
日）
５：
００〜９：
３０予定
※天候不良等により散布作業等が順延となった場合、また散布作業
が終了したときは防災無線でお知らせします。

特に次の事項には十分ご注意ください。
①航空防除中の通行は避けてください。
②ヘリコプターの音がしている間は窓を閉め、屋外に出ないようにして
ください。
③航空防除中は、洗濯物を屋外に出さないようにしてください。
④飲料用井戸の蓋の不完全なものは、ビニール等をかけておいてく
ださい。
⑤池に鯉・金魚などがいる方は、水のかけ流しやビニール等をかけて
おいてください。
⑥畑の野菜は、前日に収穫しておきましょう。
⑦屋外駐車の自動車等には、カバーをかけておいてください。
⑧散布作業終了後、２４時間以内は水田に入らないでください。
※航空防除が休日に予定されているため、保護者の方は児童・生
徒の外出や部活動等の通学に注意してください。

町 内巡回 バス の運行 時刻変 更
防除事業が７月１８日（火）
以降に順延となった場合、町内巡回バス
の運行時刻を次のとおり変更します。
七本バス停発７：２５→運休
七本バス停発９：００→９：３０に変更
【問い合わせ】
御宿町航空防除事業協議会（産業観光課）
℡６８−２５１３

中核地域生活支援センター夷隅ひなた からのお知らせ

夷隅郡市タウンミーティング
〜夷隅の福祉と医療を考える会〜

支援を必要としている人々の声を聞き、その思いを共有し、これから
の地域の力（
福祉力）として官民共働で地域の生きたネットワークを作
【問い合わせ】
建設環境課 環境整備班 ℡６８−６６９４
り上げる契機にしたいと思います。
【日時】７月１６日（日）１３：３０〜１６：３０
【会場】いすみ市農村環境改善センター 大ホール
メキシコ少年野球チームが来町します。
【内容】第一部 我が町の福祉と医療を語る
御宿町国際交流協会では子供たちを受け入れてくださるホスト
各市町の首長 当事者 事業者 団体からの指定発言
ファミリーを募集します。
第二部 みんなで語り合おう
国際交流に興味をもたれている方のご協力をお願いいたします。
全員参加による対話
第８回「うちの花見てねコンテスト」の入賞の方々の写真を展
【日
程】平成１８年７月１５日（
土）
から２４日（月）
【
参加費】
無料
保育室 有
【受入人数】２〜３名
示します。皆様ご覧下さい。
（
ご
希望の方はＦ
ＡＸ又は電話で事前にご連絡下さい）
【応募締切】７月６日（木）
６月２４日〜６月３０日 花藤(新町)店内
【
主催】
夷隅郡市タウンミ
ーティング実行委員会（
代表 長谷川政二）
【問い合わせ】
御宿町国際交流協会事務局（産業観光課）
７月 ３日〜７月１１日 千葉銀行御宿支店
【問い合わせ】
中核地域生活支援センター夷隅ひなた（事務局）
℡６８−２５１３
７月１２日〜７月２５日 御宿町公民館
℡０４７０−６０−９１２３
FAX０４７０−６０−９１２４

ホストファミリー募集

浅間祭りにちなんで行っている「あんどん絵」を６月２４日から３０日
まで展示します。皆様ご覧下さい。
商店振興会加盟店と花藤(新町)店内(１０：００〜１８：００)

「うちの花見てねコンテスト 」
入賞作品写真展示

