募

お知らせ

集

違反建築防止週間のおしらせ

御宿町文化祭参加者・作品募集中
○音楽のつどい･芸能発表大会 １１月３日(月)
○作品展示 １１月１日(土)〜１１月３日（月) １６：００まで
【応募期間】１０月１２日（日）まで
【応募先･問い合わせ】町公民館 TEL６８−２９４７
お知らせ

胸部・大腸検診のお知らせ
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
会 場
検診時間
上布施
上布施消防団詰所 9:00〜11:00
10月20日(月)
高山田
高山田倉庫
13:00〜14:00
七本・
実谷 実谷農協倉庫
14:30〜15:30
9:00〜11:00
10月21日(火)
御宿台
御宿台集会所
13:00〜15:00
六軒町
六軒町消防団詰所 9:00〜11:00
10月22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23日(木)
新町
町公民館
13:00〜15:00
久保
町公民館
9:00〜11:00
10月24日(金)
須賀
町公民館
13:00〜15:00
10月25日(土) 地区指定なし 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。
※対象地区の会場で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４３年１２月３１日までに生まれた方）
【持ち物】受診票 ※問診事項について記入してください。
※レントゲン検査は無料ですが、対象となった方へ希望を
かくたん

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。
【注 意】妊娠中の方は受診できません。
○大腸がん検診（便潜血反応検査）
【対象者】４０歳以上の方
（昭和４３年１２月３１日までに生まれた方）
【持ち物】①問診票 ※問診事項について記入してください。
【持ち物】②検体(便) 指定の容器に２日分採取してください。
【持ち物】③検診費用 ５００円
※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」をお送りします。
※「受診票・問診票」が届かない方で検診をご希望の方は、以下
までお申し込みください。
【
申し込み・
問い合わせ】
保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７

〜完了検査を受けていますか〜
１０月１１日（土）から１０月１７日（金）は、違反建築防止週間
発行日 平成２０年９月２５日 ＮＯ．５１３
です。安心して暮らすためには、建築物が安全であることが
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
とても大切です。
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
建築基準法は、生命・
健康・
財産を保護するため、地震や火災
などに対する安全性に関する基準を定めています。この基準
募 集
は、建築物を建てる場合には必ず守らなければなりません。
この違反建築防止週間をきっかけに、あなたの所有する建物
について、建築基準法に適合しているかどうか建築士と相談
【勤務期間】１０月２７日（
月）
〜平成２１年３月３０日（
月）※週休２日
するなど点検を心掛けましょう。なお、この週間には、一斉公開
【勤務時間】８：００〜１７：００ （８時間勤務）
建築パトロールが実施されます。
【募集人員】１名（年齢６５歳未満で健康な方（定年が６５歳））
【問い合わせ】建設環境課建設水道班 TEL６８−６６９４
【勤務内容】給食調理及び配送業務
【応募要件】自動車運転免許
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、役場４階
総務課まで提出してください
○ステップエアロビクス
【応募期間】１０月１０日（金）まで ※郵送可 １０月１０日必着
３日（金）
、１７日（金） １４：００〜１５：００
【試験内容】面接
○かんたんエアロビクス
※試験の日時及び場所については別途通知します。
１０日（金）
、３１日（金） １４：００〜１５：００
【問い合わせ】総務課 TEL６８−２５１１
○健康体力チェック
２４日（
金）、２６日（日） １３：
００〜１７：
００ （
受付１５：３０まで）
お知らせ
※保険については、各自で加入をお願いします。すでに加入
されている方は必要ありません。
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL６８−４１４３
《２００ｍｌ
・４００ｍｌ
》
【期日等】１０月１５日（水）
町保健センター
１０：００〜１２：３０
町公民館
１４：１５〜１５：３０
※献血者の本人確認ができる証明書（運転免許証や健康保険証
例年、夏季から秋季にかけて腸管出血性大腸菌感染症が
等）をご持参ください。
発生しやすくなります。今年は、夷隅保健所管内でも発生が報告
【問い合わせ】
保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７
されていますので、以下の事項に十分注意し、感 染を予 防
しましょう。
（１）食事の前には、必ず手を洗いましょう。
土等に触った後は、石けんを使用し、十分に手を
１０月１日から１２月末日まで高齢者インフルエンザ予防接種を （２）動物や砂・
洗いましょう。
実施します。６５歳以上（基準日：
平成２０年１２月末日）の方には、
（
３
）
食肉等を調理するときは、中心部まで十分に加熱（７５℃で
９月末に個別に通知します。
１分以上）しましょう。
なお、個別通知は、平成２０年９月１日現在の住民登録に基づき
（
４
）
高齢 者 ・若齢者のほか、抵抗力の弱い方は、生 肉 等 は
発送しますので、該当される方で、９月１日以降に転入の手続き
避けましょう。
をされた場合は、お申し出ください。
（
５
）
調理した食品は、できるだけ速やかに食べましょう。
また、６０歳以上６５歳未満の方で、心蔵・
じん臓・呼吸器の機能
また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 （６）調理器具の洗浄、消毒を十分に行いましょう。
方（医師の診断書または身体障害者手帳１級が必要）も対象と （７）水道水以外の水（飲用井戸水など）は煮沸するなど、消毒
してから使いましょう。
なりますので、お問い合わせください。
（
８
）
体調不良（
腹痛・
下痢等）
時には、医療機関に受診しましょう。
【問い合わせ】
保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７
【問い合わせ】
保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７

御宿町臨時職員（調理員）募集

１０月のＢ＆Ｇ健康運動教室

献血にご協力ください

腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ１５７等）
の予防について

高齢者インフルエンザ予防接種

お知らせ

お知らせ

伊勢えび祭りサブイベント
御宿中学校の図書室を開放します
【開放期日】毎週水曜日 １３：００〜１６：００
＆ちばのふるさと満喫フェア
【受付】御宿中学校図書室
の開催について 【貸出】２冊まで （貸出期間は１週間）
来年２００９年は日本、メキシコ、スペイン三国の友好４００周年を
迎えます。三国友好の歴史は１６０９年に岩和田の田尻沖で座礁
したサン・
フランシスコ号の乗組員を私たちの祖先が救助した事に
始まります。今回のおんじゅく伊勢えび祭りサブイベントでは、ちば
のふるさと満喫フェア（国際交流編）と共催し、三国の食や芸能の
競演を同日に開催いたします。
【期日】１０月５日（日）
（荒天の場合、※印は中止、伊勢えび祭りは１０月１２日（
日）に
延期します）
【場所】月の沙漠記念館広場
【内容】
時 間
内
容
10:45〜 オープニングセレモニー 主催者、来賓あいさつ
10:00〜
伊勢えびｾｯﾄ（伊勢えび2尾・サザエ2個）
伊勢えびセットの販売
の限定300ｾｯﾄ販売（1ｾｯﾄ3,000円）
11:00〜 伊勢えび販売
伊勢えびの直売、伊勢えび汁の限定配
伊勢えび汁無料配布
布（約500食）
、タコスの販売（
約300食）
タコスの販売 ※
11:30〜 パエリヤ作成体験① ※ 大鍋によるパエリヤ作成体験
14:00〜 パエリヤ作成体験② ※ （
1回に150名程度） 体験料が必要です
11:20〜 御宿、メキシコ、スペイン 高山田区の神楽、メキシコのマリアッチ、
14:45 の伝統芸能 ※
スペインのフラメンコの演舞
〜15:00 イベント終了

○イベント開催に伴う交通規制の実施について
イベント開催のため、以下の区域の交通規制（太線部車両通
行止め）を行いますので、ご協力をお願いします。
【期間】１０月５日（
日） ８：
００〜１６：
００（
荒天時１０月１２日に延期）

※国道側から来校ください。入口は中庭側です。
図書室内は注意事項を守り、ボランティアの指示に従 って
ください。また、学校敷地内は禁煙です。ご協力ください。
【問い合わせ】
御宿中学校 TEL６８−２１０１

公民館公開講座のお知らせ

１０月の心配ごと相談
【期日】２日（木）（一般・行政・障害者相談）
２２日（水）（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 TEL６８−６７２５

第四次千葉県障害者計画策定に向けた
外房地域タウンミーティング開催

千葉県及び外房地域タウンミーティング実行委員会では、
公民館では、城西国際大学との共催により、メタボリックシンド 第四次千葉県障害者計画策定にあたり、これからの千葉県の
障害者施策についての意見交換を目的とした夷隅郡市・長生
ローム対策への正しい知識に関する公開講座を開催します。
郡市・山武郡市を対象としたタウンミーティングを開催します。
【日程】
当日は、会場周辺にて、ステージ発表・販売・展示などを開催
○健康な日常生活に役立つやさしい科学の知恵・知識
（
参加自由）
しますので、多くの皆さまの来場をお待ちしています。
１０月１１日（土） １３：００〜１５：００
【
テーマ】
「
語ろう
知ろう、障害者と地域社会の今」
○メタボリックシンドロームについて
【期日】１０月１２日（日）１３：３０〜１６：００
１０月２５日（土） １３：００〜１５：００
（ステージ発表・販売・展示等は１０：００〜１６：００）
○特定健康診査・保健指導その成否のカギを握るのは何？
【場所】一宮町中央公民館及びその周辺
１１月２２日（土） １３：００〜１５：００
(上総一宮駅から徒歩９分）
【場所】町公民館２階大会議室
【参加申込】タウンミーティングへの参加には事前申し込みが必要
【問い合わせ】町公民館 TEL６８−２９４７
です。メール又は電話にて実行委員長 佐々木まで、名前、
住所、電話番号、参加人数をご連絡ください。展示販売・出演
団体の参加者も募集しています。
【問い合わせ】外房地域タウンミーティング実行委員長 佐々木
TEL０８０−１１４４−９９２１
千葉県では、皆さまから１日に使用した交通機関などを教えて
メール sotobowtm@gmail.com
いただくことで、人の１日の移動を把握し、暮らしやすい都市づくり
の検討を進めていきます。このため、１０月から１１月にかけて
交通に関する調査「東京都市圏パーソントリップ調査」を実施 募 集
いたします。対象とさせていただくご家庭には、調査票を送付
しますので、本調査へのご理解とご協力をお願いいたします。
【問い合わせ】千葉県都市計画課 TEL０４３−２２３−３１６１
【募集内容】

東京都市圏パーソントリップ調査
にご協力を

県立障害者高等技術専門校
平成２１年度訓練生募集

千葉家庭裁判所 模擬審判開催

【問い合わせ】町観光協会 TEL６８-２４１４

お知らせ

千葉家庭裁判所では少年院送致をテーマとし、少年非行に
ついて考える模擬審判を以下のとおり開催します。
【期日】１０月２９日（水） １３：３０から
【場所】千葉家庭裁判所 ５階大会議室
【内容】第１部 少年非行の現状と模擬審判
第２部 少年院の処遇の実際
（疑問や質問にお答えする時間も用意しています）
【定員】８０名
【申し込み・問い合わせ】千葉家庭裁判所総務課
TEL０４３−２２２−０１６５

募集科目
DTP・Webデザインコース
福祉住環境デザインコース
PCビジネスコース
基礎実務コース
短期実務コース

期間
１年間
１年間
１年間
１年間
６ヶ月間

定員
１０名
１０名
３０名
２０名 ※
５名 ※

【応募期間】１０月１４日（火）〜１１月１２日（水）
【入校選考日】１１月２７日（木）〜１１月２８日（金）
【選考項目】学科試験（上記※印を除く）、面接、適性検査、
作業検査、健康観察
【対象者】身体障害者、知的障害者、精神障害者の方
【問い合わせ】県立障害者高等技術専門校
TEL０４３−２９１−７７４４

