お知らせ

お知らせ

ビバ！メキシコin 御宿

特定健康診査実施のお知らせ

期 日
対 象 地 区
会場および受付時間
５月１１日（月）
須賀・浜
５月１２日（火）
高山田・久保
保健センター
５月１３日（水）
新町・六軒町
５月１４日（木）
岩和田
１３：００〜１４：３０
５月１５日（金） 実谷・七本・上布施
５月１６日（土）
御宿台

マリアッチの名手たちによる華麗な競演

日本・メキシコ友好４００周年を記念して、メキシコの代表的な
発行日 平成２１年４月１０日 ＮＯ．５２６
音楽文化をお楽しみください。
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
【期日】４月１９日（日） １３：３０から
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
【対象】御宿町に住所を有し、以下に該当する方
【場所】公民館大ホール
（1）４０〜７４歳の国民健康保険被保険者
【定員】２７０席 ※定員に限りがありますので、公民館まで事前に お知らせ
（
昭和９年４月２日から昭和４５年３月３１日までに生まれた方）
お申し込みください。
（2）７５歳以上の後期高齢者医療加入者
メキシコ音楽祭２００９ 黒沼ユリ子企画・音楽総監督
【申し込み・問い合わせ】公民館 TEL６８−２９４７
（昭和９年４月１日までに生まれた方）
（
3）
４０歳以上の生活保護受給者等
（主催）御宿町・御宿町教育委員会・財団法人民主音楽協会
（昭和４５年３月３１日までに生まれた方）
（後援）メキシコ合衆国大使館
ソプラノ歌手オリビア・ゴーラ、ヴァイオリニスト アドリアン・ユス
トゥスを交えた弦楽アンサンブルによるコンサートです。美しく心 ※医療機関で健診を受けている方及び治療中の方も対象となります。
【検査内容】①身体計測（身長・体重・
BMI・腹囲） ②問診確認
に響く音楽をお楽しみください。
③尿検査 ④受付 ⑤血圧測定 ⑥医師診察 ⑦血液検査
【期日】５月６日（水） １５：００から
※食事は朝食を軽めにとり、昼食は食べずにお越しください。
記念塔改修工事に伴い、以下の期間、塔周辺及び公園先端 【場所】公民館大ホール
※実施基準により医師が必要と認めた方には、貧血・
心電図・
眼底
への進入を制限しますので、ご協力をお願いします。
【定員】２７０席 ※定員に限りがありますので、公民館まで事前
検査を実施します。
なお、メキシコ記念公園駐車場及び東屋への進入は可能です。
にお申し込みください。
【持ち物】①受診票 ②尿検査検体 ③健診費用５００円
【制限期間】４月１５日（水）〜６月１０日(水)
【申し込み・問い合わせ】公民館 TEL６８−２９４７
※生活保護受給者及び７５歳以上の後期高齢者医療加入者は
【問い合わせ】産業観光課商工観光班 TEL６８−２５１３
（
主催）
御宿町・
御宿町教育委員会 （
共催）
メキシコ合衆国大使館
無料です。

御宿・
メキシコ友好コンサート

メキシコ記念公園への進入制限について

プレミアム付き商品券の販売について

肝炎ウイルス検診の実施について

町商店振興会では以下の通りお得な商品券を販売します。
【販売期間】４月２３日（木）〜５月１日（金） ９：００〜１５：００
（土・日・祝日は除く）
【取扱先】房総信用組合 御宿支店
【券の内容】１，０００円券１１枚分（
１口）
を１０，０００円で販売します。
購入限度はお１人様３口までです。
商品券は２，０００口用意しますが、なくなり次第販売
を終了します。
【有効期限】券の有効期限は１０月２２日までです。
【問い合わせ】
町商工会 TEL６８−２８１８

町では、肝炎ウイルスの感染を早期に発見するため、平成１４
年度から「肝炎ウイルス検診」を実施しています。今年度、国民
健康保険及び後期高齢者医療の加入者は、特定健康診査と
あわせて実施しますが、それ以外の方で検診を希望する方は、
事前に保健福祉課に申し込みください。
【対象者】４０歳から７７歳までの過去に肝炎ウイルス検査を受けて
いない方（Ｓ７．１．１〜Ｓ４５．３．３１生まれの方）
【実施期間】５月１１日（月）〜１６日（土）
受付時間 １３：００〜１４：３０
【検査方法】血液検査
※肝炎ウイルス（
B 型・
C 型）が存在するかどうかを検査します。
【検査費用】無料
【肝炎ウイルスとは】人の体内に入って肝臓に炎症（肝炎）をおこす

平成２１年度

千葉県調理師試験の実施について

ウイルスです。肝炎の原因は他にもいろいろありますが、我が国の
場合、ほとんどの肝炎は、この「肝炎ウイルス」が原因といわれて
います。肝炎ウイルスには、Ａ・
Ｂ・
Ｃ・
Ｄ・
Ｅなどの５つの型があります。
このうち問題になるのはＢ型とＣ型で、このウイルスは人の血液を
介して感染し、一度感染すると体の中に留まって「
持続感染」
の状態
（キャリア）
になることが多いという特徴をもっています。適切な治療
をしないと一部では肝硬変や肝臓がんに移行することがあるため
問題視されていますが、自覚症状に乏しく、感染者の多くは自分が
感染していることに気付いていないのが現状です。

【試験期日】７月２２日（水） １４：００〜１６：００
【試験場所】幕張メッセ国際展示場 展示ホール４
（千葉市美浜区中瀬 2 丁目 1 番）
【受付期間】５月１９日（火）〜２１日（木）
※受付は、住所地の健康福祉センター（保健所）で行います。
なお住所が県外にある方は、県健康福祉部健康づくり支援課
で受付を行います。
【願書配付開始日】４月９日（木）
【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７
【問い合わせ】夷隅健康福祉センター TEL７３−０１４５

◎受診票は、対象（
１）の方全員と、（
２）（３）
のうち前年度受診者及び
申し込みのあった方に送付しています。それ以外で受診を希望
する町特定健診対象の方は、保健福祉課にお申し込みください。
◎以下に該当し検査を希望する方は、同時に肝炎ウイルス検査を
実施します。
①４０歳の方 ②４１歳以上７７歳以下で今までに検査を受けていない方
〜送迎車を運行しますのでご利用ください〜
期

日

５月１１日
（月）

５月１２日
（火）

５月１３日
（水）
５月１４日
（木）

５月１５日
（金）

５月１６日
（土）

対象地区

集 合 場 所
①ニュー日の丸前
②浜青年館前
須賀・浜 ③割烹旅館かのや駐車場
④御宿郵便局前
⑤保健センター着
①元西琳寺バス停付近
高山田・ （リサイクルステーション前）
②高山田消防庫
久保
③久保区民館入口
④保健センター着
①越川商店前
新町・六軒町 ②藤江商店前
③峰ムラヤマ堂前（向かい側）
④保健センター着
①岩和田消防庫前
岩和田
②保健センター着
①目黒商店前
②上布施消防団詰所
③新久井青年館前
実谷・七本・ ④石が原バス停前
上布施
⑤吉野商店前
⑥浄水場前
⑦実谷上バス停前
⑧保健センター着
①広域消防御宿分署（バス停前）
御宿台
②西武不動産販売御宿台営業所駐車
③保健センター着

集合時刻
１２：４３
１２：４６
１２：４７
１２：５０
１２：５５
１２：４０
１２：４５
１２：５０
１２：５５
１２：４５
１２：４６
１２：４８
１２：５５
１２：４８
１２：５５
１２：４２
１２：４４
１２：４５
１２：４６
１２：４７
１２：４８
１２：４９
１２：５５
１２：４８
１２：５０
１２：５５

※帰りの車は１４：
３０から随時運行します

【問い合わせ】
保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７

お知らせ

町長室の町民開放と
まちづくりアイデア「夢の箱」設置について

“Festival de la Música Mexicana 2009”

メキシコ音楽祭２００９

き た ん

町民の皆さまからの忌憚 のない意見を伺い、町政に反映させるため、現在、町長室を
開放し、町長が皆さまの訪問をお待ちしています。役場開庁時間は、常に開放していますので、
お気軽にお越しください。なお、公務で外出している場合があるため、事前に総務課まで
訪問予定の連絡をお願いします。
また、地域資源を活用し、より豊かで住みよいまちづくりを行なっていくため、皆さまからの
幅広いアイデアを募る『まちづくりアイデア「夢の箱」』を役場各課窓口及び公民館に設置
しました。なお応募用紙は、窓口若しくは町ホームページから取得できますので、多くのご意見
をお寄せください。
（まちづくりアイデア「夢の箱」応募用紙［見本］）

まちづくり アイデア・夢の箱

見 本

趣意

御宿―メキシコ友好コンサート
“Amistad” Onjuku México

平成２１年５月６日（水・祝）
午後３時

開演 御宿町公民館大ホール

４オクターブの音域を持つソプラノ歌手 オリビア・ゴーラ、日本初上陸
黒沼ユリ子に育てられた世界的なヴァイオリニスト アドリアン・
ユストゥス
日本とメキシコを結ぶ音楽の架け橋−美しく心に響く音楽をお楽しみください。

御宿町のもつ地域資源を最大限に活かし、より豊かで住みよいまちづ
くりをすすめるため、町民の皆様や職員からさまざまなアイデアを募り
ます。
御宿町長

Olivia Gorra

Solistas México Japon

企画・音楽総監督・
ヴァイオリン：黒沼 ユリ子 Yuriko Kuronuma (violín)
弦楽アンサンブル・ソリスタス・
メヒコ・ハポン Solistas México Japon
独奏：アドリアン・
ユストゥス Adrian Justus (violín)
独唱：オリビア・
ゴーラ Olivia Gorra (soprano)
アンヘル・ルス
山本 康童
ジェームズ・デムスター

Ángel Ruz (tenor)

Kodo Yamamoto (tenor)
James Demster (piano y dirección)

主催：
御宿町 御宿町教育委員会 共催：メキシコ大使館 ｱｶﾃﾞﾐｱ･ﾕﾘｺ･黒沼ＡＣ 後援：
市原市楽友協会

入場は無料ですが、定員に限りがありますので、あらかじめ下記までお申し込みください。

【問い合わせ】総務課 TEL６８−２５１１

お問合せ先 御宿町公民館 0470-68-2947 御宿町教育委員会 0470-68-2514

