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町ホームページに掲載する
有料広告を募集します
町ホームページに掲載する有料広告を募集します。事業所、
企業、店舗の宣伝などに是非ご利用ください。
【掲載位置及び規格】
町トップページ バナー広告
(1) 大きさ 天地６０ピクセル、左右１５０ピクセル
(2) 容 量 ４キロバイト以内
(3) 形 式 GIF又はJPEG形式（アニメーションGIFを除く）
【募集枠】１０枠
【掲載料金】１枠月額 （町内）８，０００円 （町外）１０，０００円
※６か月分で申し込みいただいた場合、掲載料金は１回あたり
５００円を減じた額となります。また、１２か月を越えて継続して
掲載する場合についても、１回あたりの掲載料金から５００円を
減じた額となります。更に２枠以上で６か月分を申し込んだ場合
は、１回あたり５００円を減じた額となります。
【掲載期間】平成２１年１０月１日から
月の初日から末日までの１か月単位で、最大６か月連続して
申し込みできます。
※広告の原稿・版下等の作成経費は申込者負担となります。
申し込みについては必要書類がありますので、詳細については
問い合わせください。
【問い合わせ】企画財政課 TEL６８−２５１２

中山間地域総合整備事業

実験ほ場作業ボランティア募集
実谷・
七本、上布施地区では、本年度から中山間地域総合整備
事業（
農地の耕地整理事業）
を行います。本年度は実験栽培として、
そば、菜の花、キンセンカを栽培します。なお、そばと菜の花は２月
下旬に予定されている「春一番、海の花祭り」で使用されます。
中山間地域総合整備事業実行委員会では、本事業において、
農家や実行委員会の皆さんと共同で取り組む農業体験に興味が
ある方や自然を満喫したい方の参加を募集しています。参加を
希望される方は、産業観光課に電話で申し込み下さい。
【作業場所】御宿町実谷地先
【作業期間】９月上旬から２月下旬まで
【第１回作業日程】９月１２日（土） ８：００から
そば種まき作業他
【事業主体】中山間地域総合整備事業実行委員会
【問い合わせ】産業観光課農林水産班 TEL６８−２５１３

サン・フランシスコ号漂着４００周年記念事業
発行日 平成２１年８月２５日 ＮＯ．５３５
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
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夷隅郡市連合なのはな号参加者募集
『お座敷列車で行く

直江兼続ゆかり新潟の旅』

【期日】１１月１９日（木）〜１１月２０日（金） １泊２日
【旅行代金】大人 一人３５，８００円
【宿泊先】湯沢ニューオータニホテル
【応募期間】１０月５日（月）まで
【応募先・問い合わせ】
企画財政課 TEL６８−２５１２
お知らせ

新型インフルエンザにご注意を
「
かからない」
ために。「うつさない」ために。
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
大切です。
○「頻繁な手洗い」や「うがい」を心がけましょう。
○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。

合唱組曲「あの日を忘れない」
合唱練習
以下の日程でコーラスの練習を行います。参加は自由です。
あなたも一緒に歌ってみませんか。
【期日】９月１日（火）
、９月８日（火）
、９月１５日（
火）
２０：
００〜２１：
００
【場所】町公民館大ホール
【問い合わせ】公民館 TEL６８−２９４７

２０１０年版県民手帳予約受付
【価格】５００円（税込み）

サイズ 縦１４５㎜、横８５㎜
色は紺色と黄色の２色
【
申込期限】
９月８日（
火）
まで ※納品は１０月上旬の予定です。
【申込方法】企画財政課まで代金をそえて申し込みください。
（なるべく、おつりのないようお願いします）
【問い合わせ】企画財政課 TEL６８−２５１２

年金振込通知書に係る
記載内容の変更について

※「
咳エチケット」とは？
・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、周囲の
毎年、介護保険料特別徴収（年金天引）対象者には、社会
人から顔をそらしましょう。
・使用したティッシュは、すぐにゴミ箱に捨てましょう。
保険庁より年金振込通知書が送付されています。昨年度から
・
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に周囲に
国民健康保険税及び長寿（後期高齢）医療保険料の特別徴収
触れないよう注意しましょう。

○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。
○発熱したら、かかりつけ医で受診してください。
○妊婦、幼児、高齢者、慢性的な疾患（慢性呼吸器疾患・慢性
心疾患・代謝性疾患（糖尿病等）・腎機能障害・免疫機能
不全（ステロイド全身投与等）
等）を有しており、重症化のリスク
が高いと判断される方は、早期に受診してください。
【問い合わせ】
保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７

岩和田区防災訓練の開催について

が開始されたことにより、年金振込通知書に一部記載内容の
変更がありますので、お知らせします。
また、年金振込通知書に記載されている１０月以降の保険料（
税）
額は、８月と同額を表示していますが、１０月以降の保険料
（税）額については、町から別途通知している金額で特別徴収
されますのでご注意ください。
※所得更正等により年間保険料（税）額に変更がある場合は、
改めて町から通知します。

岩和田区自主防災会及び町消防団による合同防災訓練を 【問い合わせ】
○介護保険に関すること
以下のとおり実施します。当日、８：
３０にサイレンを鳴らしますので、
火災と間違えないようご注意ください。
保健福祉課福祉介護班 TEL６８−６７１６
【期日】９月６日（日） ８：３０から ※雨天中止
○国民健康保険・長寿（後期高齢）医療保険に関すること
【場所】岩和田区内
保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７
【内容】①津波・土砂災害避難訓練 ②救命講習「心肺蘇生法」
【問い合わせ】総務課 TEL６８−２５１１
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敬老会の開催について

水道管漏水調査の実施について

お知らせ

いすみ医療センターの医師を目指す
医学生等に対する奨学金貸付制度

町では、地下漏水の有無について、以下のとおり水道管漏水
調査を実施しますので、ご協力をお願いします。
いすみ医療センターでは、医師を目指す医学生等に対する
作業は日中を中心に行ないますが、漏水している音を聞き 奨学金の貸付を実施します。
分ける調査のため、車の通行量が多く、音が聞き取りにくい箇所 【目的】将来、いすみ医療センターの医師として業務に従事しようと
については、夜間に実施する場合があります。なお、夜間の調査
する者に対し、修学等に必要な資金を貸し付けることにより、
は路上で実施するため、宅内に立ち入ることはありません。
いすみ医療センターにおける医師の確保を図 ることを
【作業期間】９月１日（火）〜１０月１６日（金）
目的とします。
【委託業者】（株）漏水探査
【対象者】保護者が御宿町・いすみ市・大多喜町に住所を有して
【調査方法】音聴調査
いること、保護者が税を滞納していないこと等の条件が
【作業箇所】
あります。
【申込期間】１０月１日（木）〜１０月１４日（水）
■バス運行表
【貸付限度額】（１）大学生入学時奨学金 １，０００万円以内
≪マイクロバス≫
（２）大学生奨学金月額
４０万円以内
第１便（御宿台、実谷、七本方面）
（３）大学院生奨学金月額
４０万円以内
御宿台営業所前 === 七本集会所前 === 実谷上旧バス停前
（４）研修医奨学金月額
３０万円以内
１０：１０
１０：１５
１０：２０
※一定の条件を満たせば償還の免除を受けることもできます。
=== 実谷浄水場前 === 吉野商店前 === 石が原旧バス停前
※詳しくは、いすみ医療センターまで問い合わせください。
１０：２５
１０：３０
１０：３５
【申し込み・問い合わせ】いすみ医療センター TEL８６−２３１１
=== 高山田西琳寺前 === 会 場
１０：４０
１０：４５

第 ５５回 敬 老 会 を以下のとおり開催します。当 日 は、真木
順子さん・御宿児童合唱団による歌唱や地元ボランティアによる
演芸を予定しています。７０歳以上の方々は、お誘い合わせのうえ、
ご参加ください。
【期日】９月１５日（火） （式典１１：３０〜、演芸１２：２０〜）
【場所】町公民館
※式典からご参加の方には、飲み物と軽食を用意してあります。
※当日は以下のとおり送迎バスを運行しますので、運行表を参照の
うえ、ご利用ください。

９月の心配ごと相談

第２便（浜、岩和田、六軒町方面）
漁協御宿支所前 === 岩和田消防庫前 === 魚秀前
１１：００
１１：０５
１１：１０
=== 会 場
１１：１５

【期日】 ２日（水）［一般・行政・障害者相談］
２４日（木）［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

≪スクールバス≫（上布施、高山田方面）
新久井青年館前 === 立山公民館前 ===
１０：２０
１０：２５
上布施消防団詰所前 === 高山田消防庫前 === 会場
１０：３０
１０：３５
１０：４０
【問い合わせ】
保健福祉課福祉介護班 TEL６８−６７１６

平成２１年度

原爆被爆二世健康診断の実施について

千葉県では、以下のとおり原爆被爆二世に対する健康診断を
実施しています。
【対象者】原爆被爆者の実子で、県内に住所を有し、受診を希望
される方
【問い合わせ】建設環境課建設水道班 TEL６８−６６９３
【実施期間】平成２２年３月１０日（水）まで
【申込期限】平成２２年２月１０日（水）まで
【申込方法】受診を希望される方の郵便番号・住所・氏名・生年
月日・電話番号及び被爆者である親の郵便番号・
○アクアビクス（プール） ４日（
金）
国際武道大学では、以下のとおり公開講座を開講します。
住所・
氏名・
被爆者健康手帳番号を書いて、封書にて
○かんたんエアロビクス（
体育館）１１日（
金）、２５日（
金）
是非、ご参加ください。
郵送してください。受診書等は後日送付します。
○体験武道教室（小学生以上対象）
○ステップエアロビクス（体育館） １８日（金）
※検査の種類によっては一部自己負担が生じることがあります。
【講座名】「楽しいなぎなた」 （その他３講座開講予定）
（各回１４：００から１時間程度です）
【申し込み・問い合わせ】
※保険については、各自で加入をお願いします。すでに加入 【期 日】９月２６日（土）、１０月３日（土） ９：３０〜１１：００
千葉県健康福祉部健康福祉指導課援護恩給室
【参加費】全４講座で１，０００円
されている方は必要ありません。
〒２６０−８６６７ 千葉市中央区市場町１−１
※詳しくは、国際武道大学まで問い合わせください。
【問い合わせ】
B&G 海洋センター TEL６８−４１４３
TEL０４３−２２３−２３４９
【申し込み･問い合わせ】国際武道大学 TEL７３−４１１１

９月のＢ＆Ｇ健康運動教室

国際武道大学公開講座のお知らせ

