町野球場の春季臨時予約の受付

おんじゅく

住宅用火災警報器普及員の
個別訪問調査のお知らせ

町野球場で合宿練習を行う各種団体が増えています。施設
をより円滑に利用していただくために、以下のとおり春季の
千葉県では、住宅用火災警報器の設置が義務化されたことにより、
お知らせ版
臨時予約受付を行います。
消防本部と連携して、以下のとおり普及啓発活動及び設置状況
発行日 平成２２年１０月２５日 ＮＯ．５６３
【貸出期間】平成２３年２月１２日（土）～平成２３年４月１０日（日）
調査を実施いたします。ご協力をお願いいたします。
編集 御宿町企画財政課 ℡６８－２５１２
※町が主催する行事等がある場合には貸し出しできません。
なお、普及員は住宅火災警報器の販売や斡旋は行いません。
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
【申込対象】町内団体及び町内の宿泊施設を利用する町外団体
【訪問期間】１１月１５日（月）～１１月３０日（火）
※町外団体については、宿泊業者による代理申込が可能です。
夷隅地域福祉施設・事務所合同面接会
【申込期限】１１月１１日（木）まで （休館日は除く）
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※利用日が重なった場合は、話し合いまたは抽選になります。
【訪問地域】須賀・浜
福祉の職場を希望する方を対象に、以下のとおり合同面接会を 【訪問業者】サイエンス警備保障株式会社
※抽選日は１１月１４日（日）１０時、町公民館クラブ室にて。
開催いたします。参加は無料です。ぜひご参加ください。
【申込・問い合わせ】町公民館 TEL６８－２９４７
住宅用火災警報器普及員
【日時】１１月２４日（水）、２６日（金）、２９日（月）
【服装等】私服、普及員である旨の身分証、名刺、帽子及びベスト
おんじゅく再発見！自然観察と御宿トレッキン
１２月１日（水）、３日（金）、６日（月）
【問い合わせ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部予防課
各日ともに９：３０～１６：００
グ
TEL８０－０１３２
町公民館では、様々な文化体験プログラムを企画しています。 【会場】ハローワークいすみ 会議室
今回は、御宿台周辺から高山田方面を散策するプログラムです。 【求人内容】介護職、障がい者支援員、看護職ほか
点検を装った犯行にご注意ください！
【日時】１１月２０日（土） １０時から ※雨天中止
【注意事項】
最近、東京電力の社員などを装った詐欺、窃盗事件が発生してい
【集合場所】御宿台テニス場駐車場
・夷隅地域内の福祉施設・事業所が各ブースを設けて説明を行い ます。東京電力や関係会社の社員は「勤務証」を携帯しています。
【参 加 費】５０円（保険代として） 申込時に集金いたします。
ます。また開催日により参加する施設・事業所が異なりますので、 必ず確認してください。
【申込方法】町公民館にある申込用紙に必要事項を記入の上、 詳細は問い合わせください。
不審に思われた場合は問い合わせください。
提出してください。
・当日は履歴書をお持ちください。また、ハローワークカードを 【問い合わせ】東京電力 TEL０１２０－９９－５５５２
申込受付は１１月２日（火）より開始いたします。
お持ちの方は併せてお持ちください。
※キャンセルは３日前までにお願いいたします。
０１２０－９９－５５５６
【問い合わせ】特別養護老人ホーム 外房内
【定員】先着２０名
千葉県福祉人材確保・定着夷隅地域推進協議会
【持物】筆記用具、タオル、飲み物等
秋季全国火災予防運動の実施
【服装】動きやすい服装、運動靴
合同面接会担当 TEL６８－５８００
火のそばを離れた為に火災になるケースや、「焚き火」が風に
【問い合わせ】町公民館 TEL６８－２９４７
煽られ周りに広がるケースが多く見られます。火の取扱いには

１１月のＢ＆Ｇ健康運動教室

第 2 回景観セミナーの開催

第２回景観セミナー「景観・観光、そして絆のまちづくり」が以下
B＆G 海洋センターでは、金曜日の１４時から以下のとおり
のとおり開催されます。参加は無料です。ぜひご参加ください。
健康運動教室を実施しています。
【日時】１１月１４日（日） １４：００～１６：００
時間は１時間程度、どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。 【会場】町公民館２階 大会議室
・ステップエアロビクス
５日（金）・１９日（金）
【内容】「地域景観と観光振興」をテーマに講演
・かんたんエアロビクス １２日（金）・２６日（金）
講師：山村順次氏
※保険については各自加入をお願いいたします。
（城西国際大学客員教授、理学博士、千葉大学名誉教授）
【問い合わせ】B＆G 海洋センター TEL６８－４１４３
【定員】先着５０名
【申込方法】参加申込書に必要事項を記入の上 FAX、ハガキ
心配ごと相談所の開設
等にて申し込みください。
１１月の心配ごと相談は以下のとおりです。
※参加申込書は、町役場３階建設環境課窓口及び町公民館に
お気軽にご利用ください
用意してあります。
開催日
場所
相談内容
【問い合わせ】・千葉県公園緑地課景観づくり推進室
一般相談・行政相談
１１月２日（火） 地域福祉センター
障害者相談
TEL０４３－２２３－３９９８（千葉県公園緑地課）
１１月２２日（月） 地域福祉センター 一般相談・人権相談
・町建設環境課建設水道班 TEL６８－６６９４
※相談時間は９：００～１２：００
【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８－６７２５

十分注意しましょう。
【実施期間】１１月９日（火）～１５日（月）
【防火標語】「 消したかな あなたを守る 合言葉 」
住宅防火いのちを守る７つのポイント－３つの習慣・４つの対策－
【３つの習慣】
・寝たばこは、絶対にやめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
【4 つの対策】
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器等を設置しましょう。
・寝具、衣類及びカーテンへの延焼を防ぐために、防炎製品を
使用しましょう。
・住宅用消火器等を設置しましょう。
･お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力
体制を作りましょう。

インフルエンザワクチンの接種が始まりました
今年のワクチンは「季節性」と「新型」 の混合ワクチンとなります。 また、前回のような
優先接種対象はありません。
前

回

今

対象者

接種回数

・１３歳未満の方
・免疫力低下があり医師が必要と認めた方

２回接種

上記以外の方

１回接種

回

ワクチン

対象者

新型インフルエンザ
季節性インフルエンザ
（別々に接種）

３価ワクチン
（新型、季節性両方に有効）

児童、高齢者、特定の疾患のある人、

全ての方
（優先接種はありません）

医療従事者など優先接種対象者から

接種回数

接種料金
１回目の接種

２回目の接種で、１回目と ２回目の接種で、１回目と
同一の医療機関で接種の 異なる医療機関で接種の
場合
場合

３，５００円

接種

２，５５０円

３，５００円

※予診の結果、医師の判断で接種を行なえなかった場合１，７９０円
夷隅郡市内契約医療機関一覧

ワクチン接種費用の助成について

医療機関名

接種費用の助成につきましては以下のとおりとなります。
接種前に申請が必要な場合がありますので、対象となる方は役場３階保健福祉課
で申請をしてください。
助成金額
接種費用の全額助成

対象となる方
・町民税非課税世帯の方
・生活保護世帯の方

・１５歳以下の方

・６５歳以上の方
接種費用の一部助成
（接種１回につき 1,000円 ）

６０～６４歳の方で心臓･
腎臓･呼吸器に重い病気の
ある方、またはヒト免疫不全
ウイルスによる免疫機能
に障害のある方

電話番号

医療機関名

電話番号

青葉クリニック

68-7766 ラビドールクリニック

68-8222

吉野外科医院

68-3121 御宿田口整形外科クリニック

68-3535

大原医院

62-2221 いすみ医療センター

86-2311

大原台クリニック

62-9500 永津さいとう医院

87-2223

北村整形外科

63-0511 吉田外科内科

87-5835

草壁医院

62-0037 岬病院

87-7811

齋藤医院

63-1821 もりかわ医院

87-3347

直接医療機関に申込み、接種し
てください。

土屋外科内科医院

62-0007 山本医院

87-9531

齋藤クリニック

62-0822 外房こどもクリニック

80-2622

送付した予診票をお持ちになり、
医療機関へ予約のうえ接種して
ください。

ひあり内科医院

60-1266 塩田病院

73-1221

前田記念大原クリニック

60-4800 越後貫医院

73-3137

いすみこころのクリニック

63-2611 勝浦整形外科クリニック

70-1211

役場３階保健福祉課窓口に
障害者手帳、または病気が証明
できる書類をお持ちください。
予診票をお渡しします。

大多喜病院

82-2714 井出医院

73-5260

小高外科内科

82-2511 勝浦眼科医院

73-0270

大多喜整形外科

82-5575 川上医院

76-0301

川崎病院

82-2008 長島医院

76-0052

君塚医院

83-0012 国保勝浦診療所

77-0331

手続き等について
接種前に役場３階保健福祉課
窓口で申請してください。証明
書を発行しますので、接種の際
に医療機関にお持ちください。

※１．医療機関窓口での助成は 、夷隅郡市内の契約医療機関で実施します。
（右頁の夷隅郡市内契約医療機関一覧を参照ください）
※２．契約医療機関以外で接種を希望する方 、事前に申請が出来なかった方 は
接種終了後、接種済証、領収書、認印、金融機関口座がわかるものを
お持ちになり役場３階保健福祉課で申請してください。

その他の医療機関で接種を希望される方は問い合わせください。

国ではワクチンを必要数確保しています、安心して接種を受けてください。
【問い合わせ】
問い合わせ】保健福祉課保健事業班
TEL６８－６７１７

