募

お知らせ

集

オーシャンスイムレースのご案内

介護予防「
鶴亀教室」

転倒・寝たきり予防プログラム
参加者募集
【期間】１０月７日(水)〜１２月１６日（水） （概ね週１回）
【時間】１４：００〜１５：３０ （受付 １３：３０から）
【場所】Ｂ＆Ｇ海洋センター
（送迎については、申し込み時にご相談ください。）
【対象】６５歳以上で、転倒予防・介護予防への取り組みを希望
する方
※血 圧 、心 臓 病 、筋 肉 や 関 節 等 の病気で治療中の方
は、原則参加できません。
【内容】○バランス運動やレクリエーション・
ストレッチなど、自宅でも
簡単にできる体操が中心です。
○教室初回と最終回に「健脚度測定」を行います。
○教室終了者は「鶴亀くらぶ（毎月２回実施）」に参加する
ことができます。
【定員】２０名
※申し込み制です。９月１５日（
火）
までにＢ＆Ｇ海洋センターまたは
保健福祉課福祉介護班までお申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL６８−４１４３
保健福祉課福祉介護班 TEL６８−６７１６

発行日 平成２１年８月１０日 ＮＯ．５３４
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２

http://www.town.onjuku.chiba.jp/
お知らせ

自動車税等（県税）の会計室窓口
での納付状況について

御宿活性化委員会では、以下のとおりオーシャンスイム（遠泳）
レースを開催します。多くの皆さまの参加をお待ちしております。
【期日】９月２２日（火） （８：００受付開始）
【場所】中央海岸
【種目・参加費】
競技種目

1.5kmｺｰｽ

3kmｺｰｽ

4000mﾘﾚｰｺｰｽ
ｿﾛｺｰｽ

50mﾋﾞｰﾁ
ﾁｬﾚﾝｼﾞｺｰｽ

参加費

4,500円／1名

5,000円／1名

10,000円／1ﾁｰﾑ
6,000円／ｿﾛ

500円／1名

【申込期間】８月３１日（月）まで
【申込方法】○インターネットでの申し込み
（スポーツエントリー）
http://www.sportsentry.ne.jp
役場会計室窓口での自動車税等の納付につきまして、ご協力
（
ラ
ンネッ
ト
）
http://runnet.jp
をいただきありがとうございました。７月３１日現在の町での取り
○電話での申し込み
扱い状況は以下のとおりです。
０３−３５５６−１２６７ または ０８０−３５１８−８８１５
○自動車税取扱状況 ２２，２４３，１００円 ５９０台分
【問い合わせ】
○その他の県税の取扱状況
２７５，７００円
おんじゅくオーシャンスイム事務局 TEL０３−３５５６−１２６７
○県からの交付手数料見込額 ４５０，３００円
町商工会 TEL６８−２８１８ （http://www.onjuku.or.jp/）
※会計室で納付いただける千葉県税は、次のとおりです。
自動車税、不動産取得税、法人県民税、法人事業税、 協会けんぽ・各健康保険組合・各共済組合
個人事業税
（納付期限の過ぎたものは、延滞金額の確認等のため、時間
がかかる場合があります。）
協会けんぽ、各健康保険組合及び各共済組合に加入されて
町社会福祉協議会と赤十字奉仕団では、緊急時の救急法 【問い合わせ】会計室 ６８−６６９１
いる方の被扶養者を対象とする巡回型特定健診の実施予定日
講習会を以下の日程で開催します。
が変更になりました。ご注意ください。
【期日】８月２８日（金） ９：３０〜１５：００
【期日】８月２９日（土）
【場所】町地域福祉センター
（午前受付）
８：３０〜１０：
３０ （
午後受付）
１３：３０〜１５：００
【内容】（午前）非常食の作り方（ハイゼックスを使用）
【場所】町保健センター
災害時の基礎知識
【持ち物】保険証、特定健康診査受診票
事業所や作業所、店舗等に屋外広告物を表示・
掲出する場合、
（午後）救急法（三角巾の包帯法・
AED の使用方法）
【費用】６，８２５円（基本料）
※三角巾・
昼食は主催者で用意します。
総表示面積が２０㎡（
海岸部では１５㎡）
を超えるときは、あらかじめ
※個人負担がある方もいます。事前に各自の受診票にて
【申込期間】８月２０日（木）まで
町長の許可が必要となります。
料金を確認してください。
【申し込み・問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８−６７２５
事業所などの敷地以外のところに表示・掲出する場合は、 【実施医療機関・問い合わせ】塩田病院 TEL７３−１２２１
２０㎡以下であっても同様に許可が必要となります。
お知らせ
屋外広告物の許可申請を行なっていない方は、早急に手続きを
歴史民俗資料館企画展
してください。
千葉労災職業病対策連絡会では、以下の日程で労災職業病

巡回型特定健診
実施予定日の変更について

１日赤十字講習会 一般参加者募集

屋外広告物の許可申請を
忘れていませんか？

労災職業病なんでも相談会について

三国友好の絆展

‑４００年前の海難救助‑

※屋外広告物とは、屋外で表示される看板、立看板、はり紙
および広告塔や建物等に表示されたものであり、またこれら
歴史民俗資料館では、サン・フランシスコ号漂着４００周年を記念
して、史実に関する企画展を開催しています。史実の話や交流の
に類するものをいいます。屋外広告物の内容、設置期間、
品々、メキシコ・スペインの紹介コーナー等、是非ご覧ください。
設置場所等によっては許可申請が異なりますので、詳しくは
【期間】１１月２９日（日）まで （休館日：月曜日、祝日）
問い合わせください。
【時間】９：００〜１７：００
【問い合わせ】建設環境課 TEL６８−６６９４
【問い合わせ】歴史民俗資料館 TEL６８−４３１１

なんでも相談会を開催します。
【期日】①８月２９日（土） １３：００〜１６：００
船橋市勤労市民センター第４会議室
②９月２６日（土） １３：００〜１６：００
千葉市中央コミュニティセンター６１講習室
【対応者】弁護士、社会保険労務士、ソーシャルワーカー 他
【費用】無料（予約不要・当日受付）
【問い合わせ】
千葉中央法律事務所 TEL０４３−２２５−４５６７

お知らせ

普通救命講習会のお知らせ
夷隅広域消防では、緊急時の応急手当普及に向け、以下の
とおり普通救命講習会を開催します。

お知らせ

８月３０日（日）は、衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
の投票予定日です
『 一票に 明るい社会の 夢のせる 』

【期日】９月１２日（土） ９：００〜１２：００（受付８：３０〜９：００）
【場所】夷隅郡市広域市町村圏事務組合 消防本部２階会議室 御宿町で投票できる方は次の要件をすべて満たしている方です。
①日本国民であること
（大多喜町船子７３−２）
②平成元年８月３１日以前に出生した者であること
【内容】ＡＥＤを含む心肺蘇生法（成人）、大出血時の止血法
【対象】中学生以上の方 ４０名程度
③平成２１年５月１８日までに住民基本台帳に登録（転入されてきた方については５月１８日までに転入届を提出していること）
【費用】無料
されて、引き続き３ヵ月以上御宿町に住所を有していること
【申込方法】実施日の３日前までに夷隅広域消防本部御宿分署
④公職選挙法に規定する欠格要件に該当しないこと
に直接または電話で申し込みください。
【投票時間】７：００〜２０：００
※講習修了者には修了証を交付します。
【投票方法】
【申し込み・問い合わせ】
小選挙区選挙は、候補者の氏名を書いて投票してください。
夷隅広域消防本部御宿分署 TEL８０−０１３６
比例代表選挙は、政党の名称を書いて投票してください。
最高裁判所裁判官国民審査は、やめさせたいと思う裁判官の氏名の上の欄に「×」の記号を書いて投票してください。

県立夷隅特別支援学校 体験学習

夷隅特別支援学校の教育活動をご理解いただくために、以下の 【期日前投票等】
とおり体験学習を実施します。
投票日当日、仕事やレジャー等で投票に行けない方は、期日前投票または不在者投票ができます。
【期日】
（衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査は期日前投票の開始日が異なりますのでご注意ください。）
小学部 ９月１５日（火）〜９月１７日（木） ９：００〜１１：３０
投票の区分
期 間
時 間
場 所
中学部 １０月２０日（火）・２１日（水） ９：００〜１４：５０
８月１９日（
水）
から
高等部 １１月１７日（
火）
・
１８日（
水）
・
２０日（
金） ９：
００〜１４：
５０
衆議院議員総選挙
８月２９日（
土）
の毎日
役場２階
【内容】各学部の学習への参加、学校見学、授業参観、就学・
教育
８：
３０〜２０：
００
中会議室
相談等
最高裁判所裁判官
８月２３日（
日）
から
国民審査
８月２９日（
土）
の毎日
【問い合わせ】県立夷隅特別支援学校 TEL８６−４１１１

あかね園チャリティ歌謡ショー開催
社会福祉法人つばさ「
つばさ後援会」
では、以下のとおりチャリティ
歌謡ショーを開催します。
【期日】１０月４日（日）
第１部 １３：
３０開演（１２：３０開場）
第２部 １８：００開演（１７：００開場）
【場所】夷隅文化会館（いすみ市深谷１９６８−１）
【出演者】渥美二郎、はつみけいこ
【費用】３，５００円（全席自由）
【問い合わせ】
（
福）
つばさ つばさ後援会 TEL６６−０６００

病院に入院中の方、施設に入所されている方などは、不在者投票ができます。
【選挙公報について】
選挙公報は、８月２５日頃の読売新聞、毎日新聞、朝日新聞、産経新聞、千葉日報、東京新聞の朝刊に折り込む予定です。
新聞未購読世帯の方は、８月２５日以降、以下の場所で配付しますのでご利用ください。
（配布場所）役場２階選挙管理委員会、町公民館、月の沙漠記念館、海洋センター、（株）西武プロパティーズ御宿台営業所、
御宿岩和田漁協本所、御宿岩和田漁協御宿支所、布施郵便局、ラビドール御宿
（郵送を希望する方は、町選挙管理委員会までご連絡ください。）

大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。
【問い合わせ】町選挙管理委員会 ＴＥＬ６８−２５１１

