介護保険料の特別徴収（年金天引）
対象者の皆様へ
日本年金機構から送付されている「年金振込通知書」のお知
らせ欄にも掲載されていますが、１０月以降の保険料（税）額に
ついて、８月分と同額が表示されています。
１０月以降の保険料（税）額については、町から別途通知さ
れる金額で特別徴収（年金天引）されますので、確認をお願い
いたします。
※年間保険料（税）額に変更がある場合は、改めて町から通知
いたします。
【問い合わせ】
・介護保険に関すること
保健福祉課福祉介護班 ＴＥＬ６８－６７１６
・国民健康保険制度・後期高齢者医療保険に関すること
保健福祉課保健事業班 ＴＥＬ６８－６７１７
・国民健康保険税に関すること
税務住民課 ＴＥＬ６８－６６９２

御宿町敬老会の開催
町公民館にて敬老会を開催いたします。当日は真木順子さん
と御宿児童合唱団による歌唱や、地元ボランティアの演芸を
予定しています。
７０歳以上の皆様はお誘い合わせの上ご参加ください。
【日時】９月１５日（水）
式典１１：３０～ 演芸１２：２０～
【日時】
※式典からご参加の皆様には、飲み物と軽食を用意しております。
※当日は下記のとおり送迎バスを運行しますのでご利用ください。
【バス運行表】
第１便

第２便

第３便

（御宿台・七本・実谷方面）

（浜・岩和田・六軒町方面）

（上布施・高山田方面）

西武ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ
御宿台営業所
七 本 集 会 所

10:10

漁協御宿支所

11:00

新久井青年館

10:20

10:15

岩和田消防庫

11:05

10:25

実谷上旧バス停

10:20

魚秀前

11:10

実 谷 浄 水 場

10:25

会 場

11:15

吉 野 商 店 前

10:30
10:35
10:40
10:45

立 山 公 民 館
上
布
施
消 防 団 詰 所
新宿
井上鉄工所前
高山田消防庫

石が原旧バス停
西琳寺
会 場

会 場

※送りのバスは敬老会終了後随時運行いたします。
【問い合わせ】保健福祉課福祉介護班
TEL６８－６７１６
【問い合わせ】

10:30
10:33
10:35
10:40

おんじゅく

町ホームページ掲載の有料広告を募集

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、店舗の宣伝などにご利用ください。
お知らせ版
【掲載位置及び規格】 町トップページ バナー広告
発行日 平成２２年８月２５日
平成２２年８月２５日 ＮＯ．５５９
ＮＯ．５５９
大きさ 天地６０ピクセル、左右１５０ピクセル
編集 御宿町企画財政課 ℡６８－２５１２
容量 ４キロバイト以内
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
形式 GIF又はJPEG形式（アニメーションGIFを除く）
【募集枠】１０枠（申込先着順）
【募集枠】
防災訓練の開催について
町内８，０００円 町外１０，０００円
【掲載料金】
自主防災会及び町消防団による合同防災訓練を実施します。 【掲載料金】１枠月額
①６ヶ月で申し込みされた場合、１回あたり５００円を減額
以下の内容で実施していますので、ぜひご参加ください。
②１２ヶ月を越えて、継続して掲載する場合、１回あたり５００円を減額
○久保区、新町区、六軒町区自主防災会
③２枠以上で６ヶ月分を申し込みされた場合、１回あたり５００円を減額
【日時】９月５日（日） ８：４５から ※雨天中止
【場所】御宿小学校
※上記の減額は、併用して適用されます。
【内容】①初期消火訓練 ②応急救護方法
【掲載期間】平成２２年１０月１日から
【掲載期間】
○上布施区自主防災会
月の初日から末日までの１ヶ月単位で、最大６ヶ月連続して
【日時】９月５日（日） ８：３０から ※雨天中止
申し込み頂けます。
【場所】上布施消防団詰所
※広告の原稿・版下等の作成経費は申込者負担となります。
【内容】①初期消火訓練 ②応急救護方法
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
○実谷区自主防災会
はお問い合わせください。
【日時】９月５日（日） ８：３０から ※雨天中止
【問い合わせ】企画財政課
TEL６８－２５１２
【問い合わせ】
【集合場所】実谷消防庫
【内容】実谷区内にて、トランシーバ情報伝達訓練・消火栓
介護予防「鶴亀教室」参加者募集
取扱訓練・危険箇所巡回を行います
町保健福祉課及び B&G 海洋センターでは、介護予防に繋がる
【問い合わせ】総務課
【問い合わせ】
TEL６８－２５１１
「鶴亀教室（運動コース）」への参加者を募集しています。
（原則毎週水曜）
【日時】
救急医療週間、救急の日のお知らせ 【日時】１０月６日～１２月２２日
１４：００～１５：３０（受付は１３：３０から）
９月５日から１１日までは「救急医療週間」で、９月９日は「救急
【場所】Ｂ＆Ｇ海洋センター
【場所】
の日」です。
※送迎については、お申し込み時にご相談ください。
突然の事故や病気などのとき、救急隊が現場に到着するまで
【対象】
の間に、現場に居合わせた人が迅速かつ適切な応急手当を実施 【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者で、転倒予防・
介護予防への取り組みを希望し、基本的に毎回教室へ
することにより、傷病者の救命率が一層向上します。
９月５日（日）には、町の合同防災訓練にて応急救護方法の訓練
参加できる方
も実施いたします。ぜひこの機会に参加してみませんか。
※血圧・心臓病・筋肉や関節等の病気で治療中の方は、
【問い合わせ】広域消防本部警防課
警防係 TEL８０－０１３３
【問い合わせ】
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・ストレッチ等、自宅でも
【内容】
９月のＢ＆Ｇ健康運動教室
簡単にできる体操が中心です。教室開始時と終了時に
金曜日の１４時から健康運動教室を実施しています。
「健脚度測定」を行います。
時間は１時間程度、日程は次の通りです。
※教室修了者は、年間を通じて介護予防プログラムに取り組む
どなたでも参加できます、ぜひご参加ください。
「鶴亀くらぶ」に参加することができます。
・かんたんエアロビクス ９月３日（金）・１７日（金）
【定員】１０名
【定員】
・ステップエアロビクス
９月１０日（金）
【申込期限】９月
１７日 (金 ）までにＢ＆Ｇ海 洋 センターまたは
【申込期限】
B&G 海洋センターの体育館にて行います。
役場保健福祉課へお申し込みください。
※保険については各自加入をお願いいたします。
【申込・問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター
ＴＥＬ６８－４１４３
【申込・問い合わせ】
【問い合わせ】B＆G
海洋センター TEL６８－４１４３
【問い合わせ】
保健福祉課福祉介護班 ＴＥＬ６８－６７１６

いきいき高齢者講話会
いすみ警察署では、お年寄りを犯罪や交通事故の被害から
守るため、安全講話や振り込め詐欺防止の寸劇等、いきいき
高齢者講話会を行います。
また、講話終了後に「東京の灯よいつまでも」で有名な演歌歌手
の新川二朗さんを招き歌謡ショーを行います。
参加は無料です。ぜひ皆様お誘い合わせの上ご参加ください。
【日時】９月２８日（火）
１３：３０～１６：００
【日時】
【対象者】御宿町、いすみ市に居住する方
【対象者】
【場所】いすみ市深谷１９６８－１
夷隅文化会館 多目的ホール
【場所】
【プログラム】１部：交通安全講話と振り込め詐欺防止の寸劇
【プログラム】
２部：新川二朗さん歌謡ショー
【問い合わせ】いすみ警察署交通課
TEL６２－０１１０
【問い合わせ】
※先着順となりますので、お早めにお越しください。

熱中症には充分注意しましょう

立 秋 を過 ぎたとはいえ、まだ厳 しい残 暑 が続 いています。
炎天下での運動や作業だけでなく、屋内の日常生活でも熱中症
になることがあります。特に小さい子どもや高齢者、体調の悪い
人は熱中症になりやすいので、十分な注意が必要です。
急な温度上昇の日や、湿度の高い日は熱中症がおきやすくな
ります。のどが渇く前にこまめに水分補給をし、日差しを避け、
通気性のよい服装を心がけましょう。
もしも、めまい・吐き気・だるさ・頭痛・高体温などの症状が出て
熱中症が疑われるときには、以下の対処をしてください。
①クーラーの効いた室内や、涼しい木陰に非難し、衣服を緩めて
風通しを良くしましょう
②冷たいタオルで、体や首周り・脇の下等を冷やし、体温を下げる
よう努めましょう
③スポーツドリンク等で塩分と水分を補いましょう
原爆被爆二世健康診断の実施
※症状の重いときや、すぐに水分をとれない時は、医療機関を
受診してください。
千葉県では、原爆被爆二世に対する健康診断を実施しています。
【問い合わせ】保健福祉課保健事業班
TEL６８－６７１７
【問い合わせ】
【対象者】原爆被害者の実子で、県内に住所を有し受診を希望
【対象者】
される方
彼岸花見学バスツアー参加者募集
【申込期限】平成２３年２月１０日（必着）
【申込期限】
月見草を咲かせる会では、「埼玉県日高市の１００万本の彼岸花と
【実施期間】平成２３年３月１０日まで
【実施期間】
東京スカイツリーの見学ツアー」の参加者を募集しています。
【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・
【申込方法】
【日時】
電話番号、及び被爆者である親の郵便番号・住所・ 【日時】９月２１日（火）７：００～１８：００
※当日６時４５分に町公民館前に集合してください
氏名・被爆者健康手帳番号を明記のうえ、封書にて
※昼食はご持参ください
郵送してください。
【参加費】
※受診書等は後日送付いたします。なお、検査の種類によっては 【参加費】４，５００円（当日徴収いたします）
【募集人数】４５名（先着順）
※定員になり次第締め切ります
【募集人数】
一部自己負担金が生じることがあります。
TEL６８－２２０４
【申込・問い合わせ】
【申込・問い合わせ】〒２６０－８６６７
千葉市中央区市場町１－１ 【申込・問い合わせ】月見草を咲かせる会
【申込・問い合わせ】

慰霊友好親善事業の参加者募集
（財）日本遺族会は「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の
参加者を募集しています。
同事業は厚生労働省から委託・補助を受け実施しており、
先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、父等の
戦没した旧戦地を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住
民と友好親善を目的としています。本年度は事業実施２０周年
記念事業として「洋上慰霊」を実施します。
詳しい内容等はお問い合わせください。
【日程】
日程】平成２３年３月５日（土）～３月１６日（水）
【参加費】
参加費】８万円
【申込期限】平成２２年１２月５日まで
【申込期限】
【問い合わせ】（財）日本遺族会
TEL０３－３２６１－５５２１
【問い合わせ】
【申込】〒２６０－００４５
千葉県中央区弁天３－１６－１
【申込】
（財）千葉遺族会 TEL０４３－２５１－３３５８

亀田介護員研修生募集

亀 田総合病院 継続学習 センターでは、以下 のとおり介護
員２級の研修生を募集しております。
【日時】平成２２年１１月１０日（水）～平成２３年３月２日（水）
【日時】
うち２４日間 （９時～１６時）
（全身性障害者移動介護従業者養成研修２日間含む）
【定員】３５名
（１０名未満の場合は中止いたします）
【定員】
【研 修 料】４８，０００円 別途テキスト代金８，４８０円
【申込期限】９月３０日（木）必着
【申込期限】
【申込方法】１.履歴書（市販のもので写真貼付）
【申込方法】
２.返信用封筒（８０円切手を貼付、宛先記入）
以上２点を郵送してください。
【選考方法】書類選考及び面接審査
【選考方法】
千葉県健康福祉部 健康福祉指導課 援護恩給室
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
歌
謡
シ
ョ
ー
の
開
催
面接日：平成２２年１０月２１日（木）１３：００～１７：００
TEL０４３－２２３－２３４９
社 会 福 祉 法 人 つばさ「つばさ後 援 会 」では、以 下 のとおり 【申込・問い合わせ】〒２９６－８６０２
鴨川市東町９２９
【申込・問い合わせ】
心配ごと相談所の開設
チャリティー歌謡ショーを開催いたします。
亀田総合病院 継続学習センター
【出演】松原のぶえ
【出演】
TEL０４－７０９９－１１６５
９月の心配ごと相談は以下のとおりです。
【日時】
お気軽にご利用ください
【日時】平成２２年９月２５日（土）
訂正 前号でお 知らせした
開催日
場所
相談内容
１部 １２：３０開場（１３：００開演）
『 巡回型特定健診』 の内容の一部訂正
一般相談・行政相談
２部 １７：００開場（１８：００開演）
９ 月 ２ 日 ( 木 ） 地域福祉センター
障害者相談
平成２２年８月１０日号でお知らせした巡回型特定健診の
【場所】
【場所】夷隅文化会館
９月２２日（水） 地域福祉センター 一般相談・人権相談
申し込み・問い合わせ先電話番号が間違って掲載されていました。
【料金】全席自由
３，５００円
【料金】
※相談時間は９：００～１２：００までです
お詫びして訂正いたします。
【申込・問い合わせ】
申込・問い合わせ】社会福祉法人つばさ「つばさ後援会」
問い合わせ】
【問い合わせ】町社会福祉協議会
TEL６８－６７２５
【問い合わせ】
誤）７０－１２２１
TEL６６－０６００

正）７３－１２２１ （塩田病院 平日９：００
平日９：００～
９：００～１７：００）

