「森は海の恋人」活動

どんぐりの苗木植樹ボランティアを募集
森 を守 り豊 かにする取組みは、河川をはじめ海洋環境の
維持・向上に大きな影響を与え、自然の循環システムの中で
「森は海の恋人」といっても過言ではありません。
町では豊富な緑と水産資源に恵まれた豊かな漁場を守るため、
町所有の山林（
六軒町天の守地先）にて雑木を伐採し、約１２０本
のどんぐりの苗木の植樹を予定しています。
広葉樹であるどんぐりの森づくりは、落ち葉等による栄養分を
たっぷりと含んだ地下水が川から海へと運ばれ、魚介類が育ち
やすいプランクトンの豊富な海洋環境をつくりだす効果が期待
されます。
自然環境の保全は地域全体で取り組まなければなりません。
その第一歩としてどんぐりの苗木を植樹したく、趣旨にご賛同
いただける方々のボランティアを募集します。ボランティアの活動
内容は、植樹場所の雑木伐採や草刈作業、苗木の植樹・管理
などです。
御宿のすばらしい自然環境を、皆さんとともにつくり、そして
守っていきませんか！
多くの方々のご参加・ご協力をお待ちしております！
なお、作業日については、町ホームページやお知らせ版で
後日お知らせします。
【申込方法】役場４階企画財政課窓口または電話・
FAX で必要
事項を伝えてください。
【必要事項】住所・氏名・連絡先
【問い合わせ】企画財政課 TEL６８−２５１２ FAX６８−３２９３

県立図書館の図書等の貸出について

おんじゅく
お知らせ版

住宅用火災警報器普及員による
戸別訪問調査のお知らせ

千葉県では、消防本部と連携し、住宅用火災警報器の普及促進を
図るため、設置状況調査を実施します。住宅用火災警報器普及員が
以下の日程で各家庭を訪問します。ご協力をお願いします。なお、
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
普及員は住宅用火災警報器の販売や斡旋は行いません。
御宿・スペイン友好公演のお知らせ 【訪問期間】１０月２６日（水）〜１１月４日（金）
スペイン大使館との共催（後援：町国際交流協会）
による友好 【訪問地域】御宿台地区
住宅用火災警報器普及員）
】
サンエス警備保障（株）
公演として、石井智子スペイン舞踊団によるフラメンコを開催 【訪問業者（
します。入場は無料です。お申し込みのうえ、ご来場ください。 【服装等】住宅用火災警報器普及員である旨の身分証、名刺、帽子
【日時】１１月２０日（日） １４：００〜１５：００
【業務内容】住宅用火災警報器の設置調査、要望等の伺い
【会場】町公民館 大ホール
【問い合わせ】夷隅郡市消防本部予防課 TEL８０−０１３２
【内容】フラメンコ
出演：石井智子スペイン舞踊団
自賠責保険・共済の有効期限は
【定員】２００席
切れていませんか
※公民館まで、事前にお申し込みください。
【申込・問い合わせ】町公民館 TEL６８−２９４７
自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人
賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車に
町野球場春季臨時予約受付について 加入が義務づけられています。自賠責保険・共済なしでの運行は、
施設をより円滑に利用していただくため、町野球場の春季 法令違反になります。特に車検制度のない２５０ｃｃ以下のバイク
（
原動機付自転車・軽二輪自動車）は、有効期限切れやかけ忘れ
の臨時予約を受け付けます。
にご注意ください。
【貸出期間】平成２４年２月１１日（土）〜平成２４年４月８日(日)
なお、自賠責制度の詳しい内容は「http://www.jibai.jp」で
※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。
ご覧になれます。
※利用日が重なった場合は抽選になります。
【問い合わせ】総務課消防防災班 TEL６８−２５１１
【申込期間】１０月１２日（水）〜１１月１０日(木) 休館日は除く
発行日 平成２３年１０月１０日 ＮＯ．５８６
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２

【対象】町内団体及び町内の宿泊施設を利用する町外団体
町公民館では、未所蔵の図書等について、千葉県立図書館との ※町外団体については、宿泊業者による代理申請が可能です。
千葉県最低賃金が時間額７４８円に
相互協力により貸し出しを行います。ぜひご利用ください。
【抽選日時・場所】１１月１３日(日) １０：００ 町公民館
千葉県内の事務所で働く全ての労働者（パート、アルバイト等
【貸出可能期間】○図書 ４週間 ○雑誌 ２週間
【問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ６８−２９４７
を含む）及びその使用者に適用される地域別最低賃金「千葉県
○視聴覚資料 ４週間
最低賃金」が１０月１日から改正されました。
※県立図書館の配送車は、毎週水曜日に町公民館に来ます。
【改正後時間額】７４８円（
従来は７４４円）
家庭教育相談のお知らせ
注文した本の到着については、電話でご確認ください。
家庭教育に関する不安や悩みなどについて、町家庭教育 ※使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することは
【受付時間】開館日の９：００〜１７：００
できません。その他 、特 定 最 低 賃 金 等 についてはお問い
【申込方法】町公民館図書室にある「千葉県立図書館図書貸借 指導員が相談に応じます。秘密は厳守します。お気軽にご相談
合わせください。
申込書」に書名、著者名、出版社名を記入して、事務室へお持 ください。
【問い合わせ】千葉労働局労働基準部賃金室 TEL０４３-２２１-２３２８
ちください。
【日時】１０月２７日（木） ９：００〜１１：３０
茂原労働基準監督署 TEL０４７５-２２-４５５１
※県立図書館の所蔵資料は、町公民館の閲覧用パソコンから 【会場・問い合わせ】町公民館 TEL６８−２９４７
検索できます。
【問い合わせ】町公民館 TEL６８−２９４７

高齢者インフルエンザ予防接種について
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２３年１２月末日）
の方には、９月末に個別に通知をしました。なお、個別通知は
平成２３年９月１日現在の住民登録に基づき発送していますので、
該当される方で、９月１日以降に転入手続きをされた場合は、
お申し出ください。
また、６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、腎臓、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）も対象となります。
詳しくはお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

夷隅地域介護予防啓発普及講演会

「笑って 身体・こころ 元気」

「腎臓病を考える会」開催のお知らせ

特定非営利活動法人千葉県腎臓病協議会では、以下のとおり
夷隅地域２市２町の地域包括支援センター連絡会では、以下 「腎 臓 病 を考 える会 」を開 催します。参加は無料です。ぜひ
ご来場ください。
のとおり介護予防啓発普及講演会を開催します。
【日時】１０月３０日（日） １３：００〜１６：３０（予定）
【日時】１１月１６日（水）
【会場】京葉銀行文化プラザ （Ｊ
Ｒ千葉駅徒歩５分）
１３：００〜１５：３０ ※受付開始１２：００
【内容】
【会場】町公民館
○講演会 第２４回「腎臓病を考える会」
【内容】①講話「おなじみの笑い、おなじみの健康」
①「慢性腎臓病・透析」
落語「おなじみの古典落語」
講師：
千葉県透析学会会長・
千葉社会保険病院副院長
講師：東京都文京区落語研究会 篠聡一郎氏
室谷典善先生
②フラダンス
②「腎臓病食・透析の食事療法」
演奏：御宿町ハワイアン研究会
町身体障害者福祉会
講師：千葉社会保険病院栄養課長 大森節子先生
出演：勝浦市フラサークル
○医療相談会、患者の体験談「膵腎同時移植」
【申込期間】１０月３１日（月）まで
「日帰り旅行」参加者募集
【定員】先着１８０名
※身体の不自由な方へ送迎バス（
定員２５名）
を運行します。
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
【問い合わせ】特定非営利活動法人千葉県腎臓病協議会
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
申し込み時にご相談ください。
TEL０４３-２５６-４６６１
ですので、ぜひご参加ください。
【問い合わせ】保健福祉課福祉介護班 TEL６８−６７１６
【日時】１１月１６日(水) ８：００発 １６：３０着(予定)
【内容】カップヌードルミュージアム見学・
横浜方面見学(車イス可)
ＨＩＶ休日検査のお知らせ
福祉施設・事業所合同就職面接会
【対象者】障害者手帳所持者(付き添いの方の参加も可)
夷隅健康福祉センターでは、平日にＨＩ
Ｖ検査を受けることが
【参加費】３，５００円(入場料・昼食代等を含む)
のお知らせ
難しい方のために、休日検査を実施します。ＨＩ
Ｖは、性行為に
（会員は３，０００円）
千葉県福祉人材確保・定着夷隅地域推進協議会では、福祉の
【申込期間】１１月４日(金)まで
より誰にでも感染する恐れのある感染症です。検査で早期発見
職場を希望する方を対象に、以下のとおり合同面接会を開催
【申込・
問い合わせ】
町身体障害者福祉会事務局
することにより、適切な治療を受け、通院しながら通常の生活を
します。参加費は無料です。ぜひご参加ください。
（社会福祉協議会内） TEL６８−６７２５
送ることができます。この機会に検査を受けましょう。
【日時】１１月２１日（月）・２５日（
金）・２８日（月）・３０日（水）
【日時】１１月１２日（土） １０：００〜１２：００、１３：００〜１７：００
１２月２日（金）・５日（月）
山武長生夷隅地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ広域支援ｾﾝﾀｰ
※事前予約が必要です
各回９：３０〜１６：００
【予約期間】１１月１０日（木）まで
「事業講演会」のお知らせ
【会場】ハローワークいすみ 会議室
【検査項目】ＨＩ
Ｖ即日検査（結果は当日お伝えします）
山武長生夷隅地域リハビリテーション広域支援センターでは、 【求人内容】介護職、障がい者支援員、看護職ほか
以下のとおり「事業講演会」を開催します。参加は無料です。
【検査方法】採血５ｃｃ
【注意事項】
ぜひご来場ください。
※検査時間は、説明から採血、結果通知まで約４０分です。
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
【日時】１１月１９日（土） １３：３０〜１５：００
無料・匿名で検査を受けることができます。
行ないます。
開催日によって参加する施設・
事業所が異なり
【会場】茂原市民会館
【会場】夷隅健康福祉センター（勝浦市出水１２２４）
ますので、詳細はお問い合わせください。
【内容】
【注意】正確な検査結果を得るため、感染の機会から３ヶ月以降
当日は履歴書を持参ください。また、ハローワークカードを
講話「
あなたの足腰は大丈夫？ 転倒予防のためのセルフチェック」
に受検してください。なお、検査時期について不安な方は、
所有の方は併せて持参ください。
講師：
亀田総合病院リハビリテーション事業管理部長 村永信吾先生
ご相談ください。
【問い合わせ】特別養護老人ホーム外房内
【対象】山武長生夷隅地域に在住または在勤の方
【申込・問い合わせ】夷隅健康福祉センター TEL７３−０１４５
【問い合わせ】
千葉県福祉人材確保・定着夷隅地域推進協議会
山武長生夷隅地域リハビリテーション広域支援センター事業
合同面接会担当 TEL６８−５８００
公立長生病院地域連携室 TEL０４７５‐３４‐２１２１

