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お知らせ

「胃がん検診」のお知らせ

４００周年記念史実講演会

メキシコの歴史を通して学ぶ
４００年前の史実
メキシコの歴史から４００年前の世界の様子を知るとともに、
ガレオン船 の航海に必要な地球の自然環境や当時の貿易の
必要性、そして岩和田での出来事について、映像を交えながら
学びます。
【期日】７月３日（金） １３：３０から（講演時間約６０分）
【場所】御宿中学校体育館
【講師】たばこと塩の博物館 榊 玲子 学芸員
【一般聴講】１００席 （その他御宿中学校の生徒が聴講します）
【申し込み】６月３０日（火）
までに町公民館へお申し込みください。
【問い合わせ】
町公民館 TEL６８−２９４７
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http://www.town.onjuku.chiba.jp/
募

集

おんじゅくウォーターパーク
アルバイト募集
【勤務内容】チケット販売、売店での販売、清掃業務等
【勤務期間】７月１８日（土）〜８月３０日（日） ※原則週休２日
【勤務時間】８：３０〜１７：３０
【募集人数】６名
【応募要件】６５歳未満（定年６５歳）
で健康な方
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、７月６日（
月）
までに役場４階総務課へ提出してください。
【応募先・
問い合わせ】
総務課 TEL６８−２５１１

「
胃がん検診」
（
バリウム造影検査）
を以下の日程で実施します。
【日程】
期 日
場 所
対象地区
検診車台数
７月９日（木） 上布施消防団詰所 上布施・実谷・七本
１台
７月１０日（金）岩和田消防団詰所
岩和田
１台
７月１３日（月） 御宿台集会所
御宿台
２台
７月１４日（火）
浜青年館
浜
１台
７月１５日（水）
町公民館
久保
２台
７月１６日（木）
町公民館
新町・六軒町
２台
７月１７日（金）
町公民館
須賀・高山田
１台
７月１８日（土）
町公民館
指定なし
２台

※対象地区以外の日程で受診することも可能です。
【対象者】４０歳以上の方
（昭和４４年１２月３１日までに生まれた方）
【受付時間】８：００〜１０：００
【持 ち 物】①申し込み票 ②受診票 ③検診費用（１，０００円）
【注意事項】受診票裏面の注意事項を必ずお読みください。
「
かからない」ために。「うつさない」ために。
①検診前日の食事は消化の良いものをとり、当日は
新型インフルエンザは、他の病気と同様、日頃からの予防が
食事・水・茶など飲食をしないでください。
大切です。
②胃腸の薬を内服し
ている方や経過観察中の方は、
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○「頻繁な手洗い」や「うがい」を心がけましょう。
主治医のもとでの検査実施をおすすめします。
○咳やくしゃみをする際には「咳エチケット」を守りましょう。
※昨年受診をしている方や事前に申し込みのあった方には、
※「咳エチケット」とは？
町では、家庭教育に関する不安や悩みなどについての相談を
６月下旬に受診票を発送します。受診票が届かない方で
・咳やくしゃみをする時は、ティッシュなどで口と鼻を押さえ、 受け付ける家庭教育相談を開設します。相談には町家庭教育
受診を希望する場合は、保健福祉課までお申し込みください。
周囲の人から顔をそらしましょう。
指導員がお応えします。秘密は厳守されますので、ご利用ください。 【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７
・使用したティッシュは、すぐにゴミ箱に捨てましょう。
【相談日】
平成２１年度
・その後すぐに手洗いをしましょう。手洗いをする前は不必要
６月２６日（
金）
１１月２７日（
金）
に周囲に触れないよう注意しましょう。
７月３１日（
金）
１２月２５日（
金）
８月２８日（
金）
１月２９日（
金）
○規則正しい食事と充分な睡眠をとり、体力保持を心がけましょう。
《２００ｍｌ
・４００ｍｌ
》
９月１８日（
金）
２月２６日（
金）
【
期日等】
６
月１
８
日（
木）
感染が心配なときは、まず「
発熱相談センター」
に相談してください。
１０月２３日（
金）
３月２６日（
金）
町保健センター
１０：００〜１１：４５
○流行している国や地域から帰った後で急な発熱や咳が出る時
（
毎月１回金曜日 ９：３０〜１２：００）
特別養護老人ホーム外房
１３：３０〜１４：１５
などは、病院に行く前に保健所に置かれている「発熱相談セン
※相談時間については、電話で問い合わせください。
町公民館
１５：００〜１５：４５
ター」に電話をしてください。
【場所】町公民館
※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等）
○「発熱相談センター」の連絡先は「０４７０−７３−０１４５」です。
【問い合わせ】町公民館 TEL６８−２９４７
をご持参ください。
※「発熱相談センター」では、受診先の案内など、適切なアド
【
問い合わせ】
保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７
バイスが受けられます。

新型インフルエンザにご注意を

「家庭教育相談」開設のお知らせ

献血にご協力ください

岩 瀬 禎 之
これまでのところ、早期に適切な治療を受ければ、恐れる必要は
ありません。
○タミフル、リレンザといった薬品の治療効果が認められており、 歴史民俗資料館では、現在、海女の写真･道具・
活動解説など
千葉県には、これらの薬品の備蓄があります。
を展示しています。是非お越しください。
【問い合わせ】
保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７
【期間】７月２９日（水）まで （休館日：月曜日、祝日）
厚生労働省の新型インフルエンザ関連のサイト「個人でできる対策」 【
時間】９：００〜１７：００
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/
【問い合わせ】歴史民俗資料館 TEL６８−４３１１

「海女の群像展」開催中

「あんどんの絵」を展示します
町商店振興会では、浅間祭りにちなみ、小中学生が描いた
「あんどんの絵」を以下のとおり展示します。
【展示場所】ハナフジ（御宿町新町）
【展示期間】６月２７日（土）〜６月３０日（火） １０：００〜１８：００
（６月３０日（火）は１５：００まで）
【問い合わせ】町商店振興会 TEL６８−２８１８
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平成２１年経済センサス‑基礎調査
にご協力ください

お知らせ

定額給付金を悪用した
「振り込め詐欺」にご注意を

お知らせ

動物の正しい飼い方推進月間

６月は「動物の正しい飼い方推進月間」です。動物を飼う方は、
全国すべての事業所や企業を対象に「平成２１年経済セン
市区町村や総務省などが、定額給付金の給付のために、 以下のことに注意して、適切に飼いましょう。
サス‐基礎調査」が行われます。６月下旬から調査員が事業所を 手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。また、 ○動物を飼う前に、動物を飼うことのできる環境であるかどうか、
ATM の操作をお願いすることも絶対にありません。
訪問しますので、ご協力をお願いします。
家族でよく考えましょう。
不振な電話を受けた際は、一端電話を切って、いすみ警察署
【調査基準日】７月１日（水）
○ペットショップ等で動物を選ぶときは、世話の方法やかかり
【調査内容】事業所の名称および電話番号、所在地、従業者数、 または最寄りの派出所へ相談してください。
【問い合わせ】
いすみ警察署生活安全課 TEL０４７０−６２−０１１０
やすい病気等の特徴を確認しましょう。
事業の種類・業態など
○動物を飼う方は、動物に起因する感染症の予防のために注意
【問い合わせ】企画財政課 TEL６８−２５１２
を払いましょう。また、過剰な触れ合いは控え、動物に触ったら
県統計課 TEL０４３−２２３−２２３１
【試験種類】（１）一般毒物劇物取扱者試験
必ず手を洗いましょう。
（２）農業用品目毒物劇物取扱者試験
○動物には、迷子札やマイクロチップを付けるなどして、飼い主
休日における年金相談・手続きについて
（３）特定品目毒物劇物取扱者試験
が分かるようにしましょう。犬の首輪には、登録鑑札と狂犬病
社会保険事務所、年金相談センターでは休日の年金相談・ 【試験期日・場所】（各試験共通）
予防注射済票を付けることが狂犬病予防法で義務付けられて
期 日
時 間
場 所
手続きを予約制で実施しています。
集 合 時 刻 13:00
います。
【６月の実施日】１３日（
土）
千葉経済大学
8月4日（火） 試験開始時刻 13:30
○犬の放し飼いは禁止されています。犬を運動させる時は、
（千葉市稲毛区轟町3-59-5）
【時間】９：３０〜１６：００
試験終了時刻 15:30
犬を制御できる人が短い引き綱で行いましょう。
【予約方法】実施日の前営業日までに予約をしてください。
【
願書受付】
【予約専用電話】
○猫は屋内で飼いましょう。猫による他人への迷惑を防止でき、
期 日
時 間
場 所
千葉社会保険事務室
TEL０４３−２４２−６３２４
また、病気や交通事故等の危険から猫を守ることができます。
9:30〜11:30
7月8日（水）
千葉県教育会館304会議室
及び
及び
千葉年金相談センター TEL０４３−２４１−１１６５
○犬や猫に公の場所や他人の敷地内で排泄させるような迷惑
（千葉市中央区中央4-13-10）
7月9日（木）
13:00〜16:00
※千葉社会保険事務所茂原分室では実施していません。
行為はやめましょう。犬や猫には、排泄場所等のしつけをする
※郵送の場合は、書留郵便で、表面に「
毒物劇物取扱者試験願書在中」
と
朱書きし、7 月 6 日（月）
から7 月 10 日（
金）
まで（
当日消印有効）
に以下
ことができます。
まで送付ください。
○適正に飼うことができない子犬、子猫を増やさないために、
廃タイヤや建築廃材などの不法投棄が夷隅地域でも多発しています 【申し込み・問い合わせ】
不妊去勢措置をしましょう。
〒２６０−８６６７ 千葉市中央区市場町１−１
産業廃棄物の不法投棄や保管基準違反（保管量の超過等）、
○動物は責任をもって最後まで面倒をみましょう。万一飼えなく
千葉県健康福祉部薬務課薬事審査指導室
ひ とけ
TEL０４３−２２３−２６１８
なった場合は、新しい飼い主を探してください。見つからない
野外焼却などが行われる場所は、人気の少ない場所や監視の
場合でも絶対に動物を捨てずに、動物愛護センター等へ相談
行き届かない場所だけでなく、市街地や海岸部でも発生して
います。
してください。
廃タイヤや建築資材などを捨てられないように、土地の定期的
○愛護動物を虐待したり捨てた場合には、法律により罰せられる
な見回りや看板・柵の設置を行うなど十分注意してください。
場合があります。
【試験期日】１０月２５日（日） １０：００〜１２：００
なお、不法投棄と思われる物を発見した場合には、所有地以外 【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 ○犬、猫の引き取りには、手数料が必要です。
でもお手数ですが、以下の連絡先まで御一報願います。
実務経験のある方
生後９１日以上の場合 １頭につき２，０００円
【連絡先】
【申込書配付期間】６月２９日（月）〜７月３１日（金）
生後９１日未満の場合 １頭につき ４００円
【申込書配付場所】町保健福祉課、町社会福祉協議会、
建設環境課環境整備班 TEL６８−６６９４
県保健指導課、県社会福祉協議会、県健康福祉センター ○動物は「命あるもの」です。人と動物との共生に配慮して接し
東上総県民センター夷隅事務所 TEL０４７０−８２−２４５１
ましょう。
【受付期間】６月３０日（火）〜７月３１日（金） ※消印有効
いすみ警察署生活安全課 TEL０４７０−６２−０１１０
（
簡易書留によ
る
郵便のみの受付になり
ます。
）
県環境生活部廃棄物指導課
【問い合わせ】夷隅健康福祉センター TEL０４７０−７３−０１４５
【申し込み・問い合わせ】
県動物愛護センター TEL０４７６−９３−５７１１
産廃残土県民ダイヤル（
２４時間緊急ダイヤル）
〒２６０−８５０８ 千葉市中央区千葉港４−３
（財）千葉県動物保護管理協会
TEL０４３−２２３−３８０１
県社会福祉協議会介護支援専門員養成班
TEL０４３−２１４−７８１４
TEL０４３−２０４−１６１０

平成２１年度毒物劇物取扱者試験

「狙われています あなたの土地」

平成２１年度千葉県介護支援専門員
実務研修受講試験

