お知らせ

お知らせ

高齢者インフルエンザ予防接種の
実施について

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。
なお、以前、同じ検査で精密検査となり、病院で経過観察を
されている方は対象外となります。受診を希望される場合は、医師
の指示を確認のうえ、受診されますようお願いします。
期 日
10月19日(月)
10月20日(火)
10月21日(水)
10月22日(木)
10月23日(金)
10月24日(土)

対象地区
上布施
高山田
七本・
実谷

会 場
検診時間
上布施消防団詰所 9:00〜11:00
高山田倉庫
13:00〜14:00
実谷農協倉庫
14:30〜15:30
9:00〜11:00
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
岩和田
岩和田青年館
13:00〜15:00
浜
浜青年館
9:00〜11:00
新町
町公民館
13:00〜15:00
久保
町公民館
9:00〜11:00
須賀
町公民館
13:00〜15:00
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。

発行日 平成２１年９月２５日 ＮＯ．５３７
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１０月のＢ＆Ｇ健康運動教室
○ステップエアロビクス ２日（金）、１６日（金）
○かんたんエアロビクス ９日（
金）、３０日（
金）
（各回１４：００から１時間程度です）
※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。
※１０月２４日（土）・２５日（日）は健康体力チェックを行います。
詳しくは問い合わせください。
【問い合わせ】
B&G 海洋センター TEL６８−４１４３

夷隅地域介護予防啓発普及講演会

ＴＨＥ 認知症
〜知って わかって とりくもう！〜

○胸部（結核・肺がん）検診 （レントゲン検査）
【期日】１１月１１日（水） １３：
２０〜１５：３０ （開場１２：３０）
【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） 【場所】大多喜町中央公民館（大ホール）
【持ち物】受診票 ※問診事項について記入してください。
【内容】
※レントゲン検査は無料です。また、喫煙習慣のある方など、 ○寸劇「あらま大変！！ どうしましょう？？
肺がんリスクの高い方については、希望を確認の上、
〜認知症高齢者への対応〜」
かくたん
か くたん
（出演）市町職員
喀痰検査を実施します。なお、喀痰検査については検診
○講演「認知症の診断と治療」
費用１，０００円を負担いただきます。
（講師）医療法人 SHIODA 塩田病院
【注 意】妊娠中の方は受診できません。
神経内科部長 西山 穣 氏
○大腸がん検診（
便潜血反応検査）
○ミニコンサート「一緒に歌おう♪」
【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）
（ピアノ演奏）大多喜町 元吉 義彦 氏
【持ち物】①問診票 ※問診事項について記入してください。
【受付期間】１０月１日（木）〜１０月３０日（金） ９：００〜１７：００
【持ち物】②検体（便） 指定の容器に２日分採取してください。
（土・日・祝日を除く）
【持ち物】③検診費用 ５００円
【交通】JR 外房線（大原）経由いすみ鉄道（大多喜）または自家
※昨年度検診を受診した方及び事前に申し込みをされた方には、
用車をご利用ください。
９月下旬に「受診票・問診票」を送付します。
※身体の不自由な方等を優先に送迎バスを運行します
※「受診票・問診票」が届かない方で検診を希望する場合は、
（定員２５名）。申し込み時に申し出ください。
以下まで申し込みください。
【その他】来場者全員に「脳トレグッズ」を差し上げます。
【
申し込み・
問い合わせ】
保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７ 【申し込み・問い合わせ】保健福祉課福祉介護班 TEL６８−６７１６

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
実施します。対象となる６５歳以上（
基準日：
平成２１年１２月末日）
の方には、９月末に個別に通知します。
なお、個別通知は、平成２１年９月１日現在の住民登録に
基づき発送しますので、該当される方で、９月１日以降に転入
の手続きをされた場合は、申し出ください。
また、６０歳以上６５歳未満の方で、心臓・
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
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
なります。詳しくは問い合わせください。
【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７

児童インフルエンザ予防接種に
係る助成について
本年度より、インフルエンザの発症・重症化予防及びまん延
防止のため、中学生以下を対象にインフルエンザ予防接種に
係る費用の一部を助成することとなりました。
１０月１日から１２月末日までの間に接種したインフルエンザ
予 防 接 種 に限 り、小 学 生 以 下 は２回 まで、中学生は１回 、
接種１回につき１，０００円を助成します。
医療機関で接種後に、接種を証明できる書類及び領収書、
印鑑、振込先のわかるものをお持ちの上、役場３階保健福祉課
で申請してください。
【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７

「脱！メタボ」キャンペーン地域大会
ｉｎ夷隅
〜あの素晴らしい体型をもう一度〜
生活習慣病予防のためには、「脱！メタボ」を実行していくこと
が大切です。夷隅健康福祉センターでは、デューク更家氏の
お弟子さんをお迎えして、講話や運動を行なうキャンペーンを
実施します。皆さんの参加をお待ちしています。
【期日】１１月１５日（日） １３：００〜１６：００ ※入場無料
【場所】いすみ市大原文化センター大ホール
【内容】脱！メタボのお話し：
いすみ医療センター 佐野英樹 氏
デューク更家氏弟子 井上レイラ 氏
和太鼓演奏・フラダンス等：地元クラブ
ウォーキングマップの紹介
【受付期間】１１月１３日（金）まで
【申し込み・問い合わせ】
夷隅健康福祉センター
TEL０４７０−７３−０１４５
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公民館公開講座のお知らせ

バザー開催のお知らせ

公民館では、城西国際大学との共催により、生活とくすりに
関する公開講座を開催します。
【期日】
○１０月２４日（土） １３：００〜１５：００
「くすりのきき方がおもしろいほどわかる！
超図解カギとカギ穴理論」
○１１月１４日（土） １３：００〜１５：００
「くすりに隠されている工夫
−くすりのコマーシャルの意味を探る」
○１１月２８日（土） １３：００〜１５：００
「鏡の国のくすり」
【場所】町公民館２階大会議室
【問い合わせ】町公民館 TEL６８−２９４７

あかね園では、以下のとおり第１６回バザーを行います。皆さま
のご来園をお待ちしております。
【期日】１０月１７日（土） １１：００〜１５：００ （雨天決行）
【場所】あかね園 （いすみ市山田５９０１）
※ご不要な品物等ございましたらご連絡ください。引き取りに
伺います。
【問い合わせ】
あかね園 TEL６６−０６００

違反建築防止週間のお知らせ
〜完了検査を受けていますか〜
１０月１１日（
日）
から１０月１７日（
土）
は、違反建築防止週間です。
安心して暮らすためには、建築物が安全であることがとても
大切です。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の基準、環境衛生に関する基準、
良好な市街地環境を確保するための基準を定めています。この
基準は、建築物を建てる場合には必ず守らなければなりません。
工事中の建築物は、工事が完成したら必ず完了検査を受けま
しょう。また、今ある建築物についても建築基準法に適合して
いるか建築士と相談するなど点検を心掛けましょう。
【問い合わせ】建設環境課建設班 TEL６８−６６９４
いすみ地域整備センター TEL６２−３３１５

献血にご協力ください

《２００ｍｌ
・４００ｍｌ
》

集

町身体障害者福祉会
「日帰り旅行」参加者募集

御宿町身体障害者福祉会では、日帰り旅行の参加者を募集
します。本会未入会で障害者手帳をお持ちの方も参加可能
ですので、是非ご参加ください。
【期日】１０月２３日（金） ８：３０〜１７：００（予定）
【行き先】南房パラダイス（車イスでも可）
【対象者】障害者手帳所持者（付き添いの方の参加も可）
【参加費】３，５００円（昼食及び見学料等を含む）
（会員は３，０００円）
国際武道大学では、以下のとおり公開講座を開講します。 【受付期間】１０月９日（金）
【応募先・問い合わせ】町身体障害者福祉会事務局
是非ご参加ください。
（社会福祉協議会内） TEL６８−６７２５
○カルチャーセミナー

国際武道大学公開講座のお知らせ

【講座名】スペイン語圏の人々の生活 （
その他２講座開講予定）
【期 日】１０月３１日（土） １４：００〜１５：３０
【参加費】他２講座とあわせて１，０００円
【場 所】国際武道大学
○体験武道教室（小学生以上対象）
【講座名】ミニ弓道 （その他１講座開講予定）
【期 日】１０月３１日（土） ９：００〜１２：００
【参加費】他１講座とあわせて１，０００円
【場 所】日本武道館研修センター
※詳しくは、国際武道大学まで問い合わせください。
【申し込み･問い合わせ】国際武道大学 TEL７３−４１１１

労災職業病なんでも相談会について

月見草を咲かせる会
バスツアー参加者募集
月見草を咲かせる会では、「
茨城県ひたち海浜公園のコスモス・
バラ見学バスツアー」
の参加者を募集します。是非ご参加ください。
【期日】１０月２７日（火） ７：００〜１８：００
【集合場所】町公民館前（６：４５集合）
【参加費】４，５００円（当日徴収します）
昼食：「那珂湊おさかな市場」にて回転寿司または
弁当を持参ください。
【募集人数】４５名（先着順） ※定員になり次第締め切ります。
【応募先・問い合わせ】月見草を咲かせる会 TEL６８−２２０４

県立東金高等技術専門校
平成２２年度訓練生募集

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
【期日等】１０月１５日（木）
なんでも相談会を開催します。
町保健センター
１０：００〜１１：４５
【募集内容】
【
期日】
①１
０
月３
１
日（
土）
１
３
：
０
０
〜１
６
：
０
０
募集定員
訓練科目
応募期間
選考方法
受験資格
特別養護老人ホーム外房
１３：３０〜１４：１５
ディ
スプレイ科
学科試験・
職業
高校卒業程度の学
船橋市勤労市民センター
町公民館
１５：００〜１５：４５
１０名
（一般）
適性検査・面接 力のある方
※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）
②１１月７日（土） １３：００〜１６：００
建築科
１５名 １０月２１日（水）
学歴は問いません
（A日程）
をご持参ください。
柏市消費生活センター
〜１１月１６日（月） 職業適性検査・
左官技術科
概ね４０歳未満の
【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７
面接
③１１月２８日（土） １３：
００〜１６：００
（A日程）
４名
方で学歴は問いま
（デュアル訓練）
せん
千葉市中央コミュニティセンター
【対応者】弁護士、労働安全衛生管理者、社会保険労務士、
【授業料等】ディスプレイ科は、授業料１１８，８００円/年、入校料
【期日】 ２日（金）［一般・行政・障害者相談］
ソーシャルワーカー 他
５，６５０円、入校選考料２，２００円がかかります。建設科及び
２２日（木）［一般・人権相談］
【費用】無料（予約不要・当日受付）
左官技術科は無料です。
【場所等】地域福祉センター ９：００〜１２：００
【問い合わせ】
千葉中央法律事務所 TEL０４３−２２５−４５６７ 【応募先・問い合わせ】県立東金高等技術専門校
【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８−６７２５
TEL０４７５−５２−３１４８

１０月の心配ごと相談

