お知らせ

胸部・大腸検診のお知らせ

お知らせ

１０月の心配ごと相談

今年度の胸部(結核・肺がん)検診と大腸がん検診を以下のとお
り実施します。
各地区を巡回しますので受診されますようお知らせします。
期 日

対象地区
上布施
高山田
七本・実谷

会 場
検診時間
上布施消防団詰所 9:00〜11:00
10月16日(月)
高山田倉庫
13:00〜14:00
実谷農協倉庫
14:30〜15:30
9:00〜11:00
御宿台
御宿台集会所
10月17日(火)
13:00〜15:00
六軒町
六軒町消防団詰所 9:00〜11:00
10月18日(水)
岩和田
岩和田青年館
13:00〜15:00
浜
浜青年館
9:00〜11:00
10月19日(木)
新町
御宿町公民館
13:00〜15:00
久保
御宿町公民館
9:00〜11:00
10月20日(金)
須賀
御宿町公民館
13:00〜15:00
10月21日(土) 地区指定なし 御宿町公民館
9:00〜11:00
※追加日程はありませんのでご注意ください。
※指定の日時に受診できない場合は他の会場をご利用ください。

胸部(結核・肺がん)検診（レントゲン検査）
【対象者】４０歳以上の方
（昭和４１年１２月３１日までに生まれた方）
【持ち物】①受診票 ※問診事項について記入してください。
【持ち物】
②健康手帳
※レントゲン検査は無料ですが、対象となった方へご希望を
確認して実施する喀痰検査は検診費用１，０００円をご負
担いただきます。（今年度から検診期間中の会場での「喀
痰検査」検体回収は実施しません。）

【注 意】妊娠中の方は受診できませんのでご注意ください。
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高齢者インフルエンザ予防接種
平成１８年１０月１日から平成１９年１月末日まで、高齢者イン
フルエンザ予防接種を実施します。６５歳以上（基準日：１９年
１月末日）の方には、９月末に個別に通知をします。
なお、個別通知は、平成１８年９月１日現在の住民登録に基
づきお送りしますので、該当される方で平成１８年９月１日以降
に転入の手続きをされた場合はお申し出ください。
また、６０歳以上６５歳未満の方で、心臓・じん臓若しくは呼吸
器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を
有する方（医師の診断書又は身体障害者手帳１級）も対象となり
ますので、事前にお問い合わせください。
〜下記日程でインフルエンザ予防接種の受付を行います〜
＊インフルエンザ予防接種は、事前に保健福祉課に申請が必
要となります。
申請書に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。
【出張受付】
受 付 日

受 付 時 間
受 付 場 所
９：３０〜１１：３０
１０月１２日（木）
御宿町公民館
１３：３０〜１５：３０
９：３０〜１１：３０上布施消防団詰所
１０月２６日（木）
１３：３０〜１５：３０ 御宿台集会所
１０月２７日（金） ９：３０〜１１：３０岩和田青年館

大腸がん検診（便潜血反応検査）
【対象者】４０歳以上の方
【上記以外の受付】
（昭和４１年１２月３１日までに生まれた方）
期間 平成１８年１０月１日から平成１９年１月末日
【持ち物】①問診票 ※問診事項について記入してきてください
※土日・祝日・年末年始の閉庁日を除く
【持ち物】
②検体(便) 指定の容器に２日分採取してください
時間 ８：３０〜１７：００
【持ち物】
③健康手帳
場所 役場２階 保健福祉課
【持ち物】
④検診費用（５００円） ※今年度から検診費用の一部をご
負担いただくことになりました。
※今年度から保健センターや庁舎での検体回収は実施しません。

御宿町文化祭参加募集中！

個人･団体でも参加できます。
※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には、９
月下旬に「受診票・
問診票」をお送りいたします。
○音楽のつどい･芸能発表大会 １１月３日(祝)
※「受診票・問診票」が届かない方で検診をご希望の方は、下記まで ○作品展示 １１月４日(土)〜６日（
月)
お申し込みください。
出展・参加締切り：平成１８年１０月１３日（金）
【問い合わせ】
保健福祉課 保健事業班 ℡68−6717（直通）

【開催日】 ２日（月）（一般・児童・行政・障害者相談）
２３日（月）（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

※ 申し込み･問い合わせは公民館へ(℡６８−２９４７)

国民健康保険制度が変わります
医療制度改革から１０月１日法改正により以下のとおり変わり
ますのでお知らせします。
７０歳以上の一定所得以上の方：２割 → ３割
出産育児一時金：３０万円 → ３５万円
※一定所得以上：７０歳以上の世帯で住民税課税所得が１４５
万円以上 割合の判定の基準は、同世帯の
中で７０歳以上の方（若人の方の課税所得は
含まれません）の課税所得で判定します。
なお、以下の場合は『基準収入額適用申請書』を提出するこ
とによって１割負担に切り替わる場合があります。
◎１人の場合：総収入（年金、不動産、営業、雑入等）が３８３万
円以下
◎複数の場合（夫婦等の７０歳以上が複数の場合）：総収入が
５２０万円以下（２人及び複数人の総収入の合算）
【問い合わせ】住民水道課国保年金係 ℡６８−６６９５

『腎臓病を考える会』を開催
【日時】平成 1８年１０月２９日(日) 午後 1 時〜4 時
【場所】ぱるるプラザ千葉
【内容】講演会 第 1９回「腎臓病を考える会」
①「糖尿病性腎症の予防と管理について」腎不全にな
らないための管理は？
講師 国立病院機構千葉東病院統括診療部長
西村元伸 先生
②「糖尿病性腎症と腎臓移植」再生医療の現状と腎臓
再生への期待に
講師 聖隷佐倉市民病院外科部長
有田誠司 先生
③医療相談会・患者の体験談
※参加費無料 ※先着２００名様
【問い合わせ】
特定非営利活動法人千葉県腎臓病協議会
〒２６０−００４１ 千葉市中央区東千葉２−６−１−４０７
℡０４３−２５６−４６６１ FAX０４３−２８５−４７３０

募
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町身体障害者福祉会
「日帰り旅行」の参加者募集
〜本会未入会で障害者手帳をお持ちの方も是非ご参加ください〜

【実施日】１０月１３日（金） ９：００発 １８：００着（予定）
【内 容】浅草寺見学・水上バス乗船等（車イスでも可）
【対象者】障害者手帳所持者（付き添いの方の参加も可）
【参加費】３，５００円（昼食及び水上バス乗船料等を含む）
会員は３，０００円
【締切日】１０月３日（火）
【申し込み・問い合わせ】事務局（御宿町社会福祉協議会）
℡６８−６７２５

千葉県農業大学校
平成１９年度 学生募集
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１０月は『労働保険促進月間』です 労働力調査にご協力をお願いします
使用労働者５人未満の農林水産業の個人事業以外で従業員
労働力調査は、経済政策や雇用対策などのための基礎資料
が１人でもいる事業主は労働保険（労災保険・雇用保険）に加入 を得ることを目的としています。総務省が毎月末発表している
することが義務付けられています。
「完全失業率」は、この調査をもとに発表されています。
未手続きの事業主は、早期に加入手続きをしてください。
○御宿町での調査対象は高山田地区の一部の世帯です。
【問い合わせ】千葉労働局労働保険徴収課
○調査員が調査票を持ってご自宅にお伺いしますので、ご協
℡０４３−２２１−４３１７
力をお願いします。
茂原労働基準監督署
【問い合わせ】千葉県 統計課 ℡０４３−２２３−２２２０
℡０４７５−２２−４５５１
「千葉県特別支援教育推進基本計画案」の
策定に向けての意見交換

夷養祭（いようさい）のご案内

県立夷隅養護学校で文化祭を行 います。この機会にぜひ
お越し下さい。
【日時】１０月１４日（土） ９：３０〜１４：３０
１０月１４日（土） １３：３０〜１６：００
【会場】県立夷隅養護学校 （いすみ市楽町 30-１）
いすみ市岬公民館
いすみ鉄道 国吉駅より徒歩１５分
【内容】遊びの広場、ミュージカル上演、各作業による催し物、
参加対象はどなたでも、参加費無料です。
バザー、作業作品の展示や頒布
障害のある児童生徒一人一人の教育ニーズに応じて、適切
な教育的支援を行う、これからの特別支援教育について語りまし ＊詳しくは、県立夷隅養護学校 神定、石川へお問い合わせく
ださい。（℡８６−４１１１）
ょう。

タウンミーティングを開催します。

【農学科 定員８０名】
推薦入学試験：１０月３１日（火）（書類審査・小論文・面接）
一般入学試験：Ａ日程 １月２４日（水）
一般入学試験：Ｂ日程 ３月 ６日（火）
【研究科 定員２０名】
推薦入学試験：１０月３１日（火）（書類選考・小論文・面接）
一般入学試験：Ａ日程 １２月１３日（水）
【主催】
夷隅あかね園
一般入学試験：Ｂ日程 ３月 ６日（火）
千葉県特別支援教育タウンミーティング東上総地区実行委員会
○卒業後の主な進路
千葉県盲･聾・養護学校ＰＴＡ連合会
千葉県教育委員会
夷隅あかね園では、以下のとおり第１３回バザーを行います。
Ｊ
Ａ、自営農業、市町村公務員、種苗会社、農業資材販売、
皆様のご来園をお待ちしております。
○手話通訳・保育有ります 要予約（無料）
農薬会社など
【期日】１０月２１日（土） １１：００〜１５：００
○参加申し込みは電話でお申し込みください。
出願期間、方法についてはお問い合わせください
（雨天決行）
・県立夷隅養護学校 ＴＥＬ０４７０−８６−４１１１ 教頭 神定
【問い合わせ】千葉県農業大学校 ℡０４７５−５２−５１２２
【場所】夷隅あかね園 いすみ市山田５９０１ ℡６６−０６００
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/index.html
ご不要な品物等がございましたらご連絡ください。引き取りに
伺わせていただきます。

バザー開催

訓練生募集

長生高等技術専門学校

住宅環境設計科（４月〜３月の１年訓練）
定員 高等学校推薦７名及び一般８名 計１５名
受付 推薦１０月 ２日〜１３日
一般１０月２５日〜１１月２０日
※雇用保険受給資格者は職業安定所相談窓口へ
【申込・問い合わせ】
千葉県立長生高等技術専門学校
℡０４７５−３２−２１０２
〒２９９−４３３２ 長生郡長生村金田２８１１
ＨＰ http://www.pref.chiba.jp/gisen/chousei

裁判所調停委員による
調停相談会開催

２００６年版県民手帳の予約受付

裁判所では、民事・家事の紛争を解決する手段の一つとして、
民事調停及び家庭調停の制度を設けています。
このたび、以下のとおり一宮裁判所調停委員による調停相談を 【価 格】 ５００円（税込み） サイズ縦 145 ㎜、横 85 ㎜
色は紺色と肌色の２色
開催することとなりましたので、ご利用ください。
【開催日】１０月２１日（土）
【締切日】１０月１２日（木）まで
【受付】９：３０〜１４：３０
企画財政課まで代金をそえてお申込ください。
（なるべく、おつりのないようお願いします）
【相談】１０：００〜１５：００（ただし１２：００〜１３：００まで休憩）
【問い合わせ】 企画財政課 ℡６８−２５１２
【場所】いすみ市岬町東中滝７２０−１
岬ふれあいセンター 相談室等
℡８７−８７８５
※相談は無料です。

