募

お知らせ

千葉県１８期災害救援
ボランティア講座

８月の心配ごと相談
【開催日】 ２日（水）（一般・行政・障害者相談）
２２日（火）（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

発行日 平成１８年７月２５日

ＮＯ．４６１

編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２

http://www.town.onjuku.chiba.jp/
お知らせ

８月のＢ＆Ｇ健康運動教室

集

平 成１８ 年度「子 宮がん 検診 」を実施

【日程】９月２７日（水）〜２９日（金）・１０月２３日（月） 全４日
【会場】千葉県消防学校ほか２会場
【申込先・問い合わせ】災害救援ボランティア推進委員会
℡０３−３５８４−４０８５

地上デジタルテレビ放送への
完全移行のお知らせ

※予約は必要ありません。
○アクアビクス ６日、２０日、２７日 １４：３０〜
※Ｂ＆Ｇプールで実施します。顔を水につけないので、泳げな 【対象者】２０歳以上の女性（昭和６１年１２月３１日までに生まれ
た方）
い方でも安心です。水着と飲み物を持参してください。
【場 所】御宿町保健センター
地上デジタルテレビ放送は、２００３年１２月１日から関東、中
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡６８−４１４３
【持ち物】①申込み票（住所・氏名等が記入されている用紙）
京及び近畿の一部において開始され、２００６年末までには、
【持ち物】
②受診票 ③健康手帳（４０歳以上の方）
全ての都道府県庁所在地にて開始されることとなっています。
【持ち物】
④検診費用（１，０００円）
現行の地上アナログテレビ放送は、地上デジタル放送への移
※今年度から検診費用の一部をご負担いただく
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
行に伴い、２０１１年７月２４日までに終了します。
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
【
服
装】
スカート
を着用してく
ださい。
ます。料理を通して親子のふれあいをもち、「楽しく」「おいしく」
【問い合わせ】
食べることの大切さを見直してみましょう。みなさんのご参加をお 【日 程】
・受信相談
8月23日（水）
8月30日（
水）
期 日
待ちしています。
総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター
受付時間
１３：３０〜１５：００
【日程】平成１７年８月２６日（土） ９：３０〜１３：００
須賀・浜・高山田・久保・新町
六軒町・岩和田・実谷・七本・上布施・御宿台
℡０５７０‐０７‐０１０１
対象地区
約２５０名
約２５０名
【場所】御宿町公民館
・視聴エリア
【第１便】
【第１便】
【内容】講義・調理実習
13:20
(社)地上デジタル放送推進協会
高山田 西琳寺前
岩和田消防庫前
13:20
【対象】御宿町内の小学生とその保護者（家族）
ホームページ http://www.d-pa.org
高山田消防庫前
六軒町 越川商店前
13:25
六軒町 藤江商店前
【定員】先着１５組
保健センター到着
13:30 保健センター到着
13:30
【費用】無料
【第２便】
【第２便】
【持ち物】エプロン、三角巾、手ふきタオル、筆記用具、うわばき
送迎バス 久保区民館入口（タバコ店前）
上布施消防団詰所前
13:40
13:40
【申込期間】７月２５日（火）〜８月１１日（金）
運行予定 新町消防庫前
新久井青年館前
「福祉のしごと就職フェア・ｉｎちば」
石が原 旧バス停前
【申込み・問い合わせ】
保健福祉課 ℡.６８−６７１７
御宿郵便局前（多目的広場側）
実谷 吉野商店前（向側）
千葉県福祉人材センターでは、福祉施設等に就職を希望す
浜 ホテルニューハワイ前
御宿町浄水場前
13:45
る方を対象に、「福祉のしごと就職フェア・
ｉ
ｎちば」を開催しま
浜青年館前（向側）
13:45 実谷上 旧バス停前
須賀 ニュー日の丸前
広域消防御宿分署前（
向側）
す。
13:50
西武不動産販売御宿台営業所駐車場
内容は、求人のある社会福祉施設等の代表者との個人面談
【日 時】９月９日（土） ９：００〜１２：００
保健センター到着
13:50 保健センター到着
13:55
等です。
勝浦消防署 受付 ８：３０〜９：００
＊ 送りのバスは、ご利用者の方の状況により随時運行いたします。＊
【開催日時】第１回 平成１８年９月１０日（日）１２：００〜１５：３０
【場 所】勝浦消防署
○対象地区は目安ですので、ご都合によりいずれの日でも受診
第２回 平成１８年１２月９日（土）１２：００〜１５：３０
【内 容】心肺蘇生法、大出血時の止血処置法など
できます。
【会場】幕張メッセ国際会議場 コンベンションホール他
【対 象】中学生以上 無料
○昨年度検診を受診した方及び事前にお申し込みをされた方
（千葉市美浜区中瀬２−１）
【人 員】４０名
には、８月上旬に「受診票」をお送りいたします。
【参加方法】参加費無料
【申込方法】実施日の３日前までに御宿分署に直接又は電話で
○受診票が届かない方で検診を希望される場合は、下記までご
当日直接会場へお越しください。
申し込みください
連絡ください。
【問い合わせ】千葉県福祉人材センター
【問い合わせ】夷隅広域消防 御宿分署 ℡６８−６３１０
【連絡・問い合わせ】保健福祉課６８−６７１７
℡０４３−２４８−１２９４

親と子の料理教室の開催について

平成１８年度

普通救命講習会を開催します

お知らせ

県立障害者高等技術専門校
体験入校

【日時】平成１８年９月９日（土）および９月１０日（日）
９：００〜１５：００
体験入校日は各科とも調整あり
【受講科目】
情報技術科（
身体障害者の方を対象とした科）
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とした科）
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（知的障害者の方を対象とした科）
Ｆコース：基礎実務コースス：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）
【場所】千葉県立障害者高等技術専門校 実習室
【対象者】
入校希望者及び進路先として該当する方
（申込多数の場合は、抽選）
※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】
往復はがきにて、第１希望・第２希望の受講コース名（Ａ〜
Ｅ）・住所・氏名・電話番号を記入し、９月１日（金）
必着にて申し込んで
ください。なお、身体障害者対象コースは、第２希望の体験希望の有
無もお書きください。また、車椅子、補聴器等の使用の有無について
も併せてお知らせしてください。
応募多数の場合は抽選となり、抽選結果は９月５日（火）までに通知し
ます。
【申込・問い合わせ】 千葉県立障害者高等技術専門校
〒２６６−００１４ 千葉市緑区大金沢町４７０
℡０４３−２９１−７７４４ FAX０４３−２９１−７７４５
ホームページ http://www4.ocn.ne.jp/ ˜shogisen/

『おんじゅく花火大会』開催に伴い
交通規制を実施します。
花火大会の開催日程
○日時
○場所

８月３日（木） ※荒天時は４日に順延
２０：００〜２１：００（予定）
中央海岸

花火大会開催につき、下記の区域を交通規制（車両通行止め）しますので、ご協力ください。
○期間

８月３日（木） １７：００〜２２：００
太線部は車両通行止

【問い合わせ】 おんじゅく花火大会実行委員会

御宿橋

※コイヘルペスウイルス病は、コイ特有の病気であって、マゴイ及びニシ
キゴイ以外の魚には感染しません。また、人へ感染することはないた
め、仮に感染したコイの肉を摂取しても人体に影響はありません。

【問い合わせ】
千葉県農林水産部水産局漁業資源課
℡０４３−２２３−３６０６

℡６８−２４１４

赤樽橋

多目的広場

町 営
ウォーター
パーク

夷 隅川の コイ ヘルペ スウイ ルス の
陽性反応
夷隅川で発見された衰弱したマゴイからコイヘルペスウイルスの陽
性反応が確認されました。コイヘルペスウイルス病のまん延を防止す
る観点から夷隅川及び支派川からコイを持ち出して、他の河川や湖沼
に放すことは、絶対に行わないでください。

安全確保のため、月の沙漠記念館前広場では観覧できま
せんが、中央駐車場を町民の観覧場所として開放します。
（先着１５０名程度）
また、当日は車両混雑が予想されることから、お車での
ご来場は控えていただくよう、ご協力をお願いします。

中央海水浴場

月
月の沙漠通り

堺川
メキシコ公園

岩和田海水浴場
浜海水浴場

