「ミヤコタナゴシンポジウム御宿」を
開催します
今年は、ミヤコタナゴの文化財保護法指定４０周年・種の保
存法国内希尐野生動植物種指定２０周年と節目の年を迎える
ことから、「ミヤコタナゴシンポジウム御宿」を開催します。
このシンポジウムは、御宿町をはじめ、各地でタナゴ類の保
全、生息地の維持管理に取り組んでいる団体、個人、地域の
人々を招き、その活動から得られた情報や成果に触れ、今後の
ミヤコタナゴ保全活動や希尐生物保護活動の未来について語
り合います。ぜひご参加ください。
【日時】１１月８日（土） １０：００～
【場所】町公民館
【話題提供者】
望月 賢二氏（元千葉県立中央博物館 副館長）
石鍋 壽寛氏（観音崎博物館館長）
根岸 淳二郎氏（北海道大学大学院環境科学院 准教授）
西尾 正輝氏（氷見市教育委員会 主任学芸員）
森 誠一氏（岐阜経済大学 教授）
【問い合わせ】建設環境課 環境整備班 TEL ６８－６６９４

おんじゅく
お知らせ版

鶴亀学校

参加者募集

笑いあり 運動あり 体験あり
笑って、食べて、楽しく運動してみませんか

６５歳以上の方を対象に昔懐かしい学校の授業形式で落語
や体操、物作りの体験を行います。
発行日 平成２６年１０月１０日 ＮＯ．６５８
皆さんのご参加をお待ちしています。
編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ６８－２５１２
【日時】１１月５日（水）１０：００～１５：００ （受付９：００～）
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
【場所】町公民館 大ホール
Twitter @KohoOnjuku
※送迎バスを運行します。ご利用の方は、お申し込み時
★Twitter アラートの配信を行っています★
にお伝えください。
【対象者】御宿町・勝浦市にお住まいの６５歳以上の方
町営住宅入居者募集
【定員】６０名 ※申込先着順
町営住宅の入居者を募集します。入居を希望する方は、建設 【参加費】無料
環境課建設水道班（役場３階④窓口）にある申込用紙に記入
※お弁当を注文される方は弁当代（５００円）が必要
です。できるだけおつりのないようにお願いします。
し、提出してください。
また、お弁当の持ち込みも可能です。
入居時期は、１２月１日（月）を予定しています。
【申込期限】１０月２７日（月）まで
【場所】富士浦団地（久保３７１番地３）
【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６
【構造】木造平屋建 （２DK）
【家賃】所得に応じて 月額 ９，３００～２４，８００円
ゆるキャラグランプリ２０１４開催中
【入居者資格】
エビアミーゴに投票をお願いします
(1)同居親族がいること。（但し、６０歳以上の方、身体障
ゆるキャラグランプリ２０１４が開催されています。
害者等特に居住の安定を図る必要があるとして政令
御宿町のシンボルキャラクター「エビアミーゴ」
合併処理浄化槽への転換に
で定める方は単身での入居が可能です。）
もエントリーしていますので、皆さんの応援をよ
(2)所定の方法により算出した収入月額が１５８，０００円 ろしくお願いします。
補助金をご利用ください
以下であること。（身体障害者等の方は、２１４，０００ 【投票方法】
町では河川や海の水質汚濁を防ぐため、単独処理浄化槽ま
「ゆるキャラグランプリ２０１４」公式サイト
円以下。）
たは汲取便槽から合併処理浄化槽への転換経費の一部を補
（http://www.yurugp.jp/）にて投票ＩＤを
(3)現在、住居に困窮していること。
助しています。申請方法等については、建設環境課環境整備
登録し、１メールアドレスに付き１日１回、
(4)住所または勤務先が御宿町内であること。
班へお問い合わせください。
期間中は毎日投票可能です。
(5)入居申込者または同居予定者が暴力団員による不 【投票期間】１０月２０日（月）まで
なお、申し込みは先着順で、予算額に達した時点で締切とな
当な行為の防止等に関する法律第２条第６項に規定 【問い合わせ】産業観光課 商工観光班 TEL６８－２５１３
ります。申請前に実施してしまったものは対象になりませんので
する暴力団員でないこと。
ご注意ください。
(6)税金の滞納がないこと。
【補助額】
福祉施設・事業所合同就職面接会
※申し込みされた方の困窮度により選考します。また、
５人槽
５１２，０００円
を開催します
御宿町内在住の方を優先します。
単独処理浄化槽から
６・７人槽
５９４，０００円
千葉県福祉人材確保・定着夷隅地域推進協議会では、ハロー
【申込期限】１０月２４日（金）まで ※土、日、祝日を除く。
合併処理浄化槽に転換
ワークいすみとの共催により、福祉施設・事業所合同就職面接会
８～１０人槽
７２８，０００円 【問い合わせ】建設環境課 建設水道班 TEL６８－６６９４
を開催します。参加費は無料です。福祉の職場に就職を希望す
５人槽
４３２，０００円
る方はぜひご参加ください。
汲取便槽から
後期高齢者医療保険料の納期
６・７人槽
５１４，０００円
【日時・場所】
合併処理浄化槽に転換
１０月２５日（土）岬町公民館（いすみ市岬町長者２２）
８～１０人槽
６４８，０００円
第４期
第５期
後期高齢者医療保険料
１０月２７日（月）ハローワークいすみ（いすみ市大原８０００-１）
【問い合わせ】建設環境課 環境整備班 TEL ６８－６６９４
（普通徴収）
１０月３１日（金） １２月１日（月）
両日とも１０：００～１６：００
※納期限を守り、納め忘れのないようにお願いします。金融機 【求人内容】介護職員、障害者支援員、看護職員 等
関での納付が困難な方は、訪問しますのでご相談ください。
（夷隅郡市各福祉施設が参加します。）
【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL６８－６７１7
【問い合わせ】特別養護老人ホーム外房 TEL６８－５８００

家庭教育相談を受け付けます

「千葉県最低賃金」が
時間額７９８円に改正されました

地震に備えて、わが家の耐震化を

「わが家の耐震相談会」を開催します
町では、家庭教育に関する不安や悩み等についての相談を
千葉県では木造住宅の耐震化に関する相談会を開催しま
受け付けています。相談には町家庭教育指導員がお応えしま
千葉県内の事務場で働く全ての労働者（パート、アルバイト等
す。この相談会では、住まいの耐震性について無料で建築士
す。秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。
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
に相談できます。
【日時】１０月１６日（木）９：００～１１：００、１３：００～１５：００
県最低賃金」が改正されました。
この機会を利用して、住まいの耐震化について考えてみませ
【場所】町公民館２階 クラブ室
従来時間額：７７７円 →
【問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７
改正後時間額：７９８円（平成２６年１０月１日から） んか。
【日時】１１月８日(土) １０：００～１３：００
【問い合わせ】千葉県労働局 労働基準部賃金室
TEL ０４３－２２１－２３２８ 【場所】夷隅教育会館
危険物取扱者試験に伴う
茂原労働基準監督署 TEL ０４７５－２２－４５５１ 【対象】昭和５６年以前に新築した木造住宅にお住まいの県民の
方
講習会を開催します
【内容】建築士による個別相談
危険物取扱者試験受験者講習会及び危険物取扱者試験受
【定員】１０組 ※事前予約制
「腎臓病を考える会」を開催します
験者模擬試験を実施します。
特定非営利活動法人千葉県腎臓病協議会では、「腎臓病を 【申込締切】１０月３１日（金）まで
Ⅰ 危険物取扱者試験受験者講習会
【費用】無料
考える会」を開催します。
(一社)千葉県危険物安全協会連合会主催
【主催】千葉県
【期日】１０月２６日（日） １３：００～１６：００
【日時】１０月３１日（金）
【申込・問い合わせ】
【場所】京葉銀行文化プラザ JR 千葉駅徒歩５分
受付時間 ９：００～９：２０ ※当日受付
千葉県建築指導課
【内容】講演会 第２７回 「腎臓病を考える会」
講習時間 ９：３０～１７：００
ＴＥＬ ０４３―２２３―３１８６
（１）「糖尿病性腎症について －透析医の立場から－」
【場所】茂原市東部台文化会館
ＨＰ http://www.pref.chiba.lg.jp/kenchiku/
講師 総合病院国保旭中央病院
【受講料】３，６００円 ※当日受付時に徴収
taishinkaishuu/soudankai/h26soudankai.html
人工透析科 部長 渡邊 隆氏
【持ち物】危険物取扱者必携法令編・実務編・問題集（平成
（２）「ありのままを受けとめてサポートしよう認知症と腎臓病」
２６年度版）、筆記具
また、町では木造住宅の耐震診断と耐震改修に対する補助
講師 総合病院国保旭中央病院
を行っています。補助対象や申請方法等については、建設環境
※本講習は乙種第４類の講習です。
看護部 透析センター師長 大川あさ子氏
課建設水道班へお問い合わせください。
※講習会当日は平成２６年度版危険物取扱者必携法令編
（３）移植体験者の体験談
【問い合わせ】建設環境課 建設水道班 TEL６８－６６９４
・実務編・問題集の販売をします。
（４）医療相談会
【参加費】無料
Ⅱ 危険物取扱者試験受験者模擬試験（乙種第４類）
【定員】先着１８０名
【日時】１１月１５日（土）
第３回県民向け住宅リフォーム講習会
【問い合わせ】特定非営利活動法人 千葉県腎臓病協議会
受付時間 ９：００～９：２５ ※当日受付
及び相談会を開催します
〒２６０－００４１
講習時間 ９：３０～１７：００
千葉県では、ちば安心住宅リフォーム推進協議会と連携し
千葉市中央区東千葉２－６－１－４０７
【場所】いすみ市大原文化センター
て、住宅リフォームに関する講習会及び個別相談会を開催しま
TEL０４３－２５６－４６６１
【受講料】１，０００円 ※当日受付時に徴収
す。
FAX０４３－２８５－４７３０
【持ち物】危険物取扱者必携法令編・実務編・問題集（平成
【日時・場所】１１月８日（土）
２６年度版）、筆記具
相談会 １０：００～１３：００ 夷隅教育会館 本館２階会議室
千葉県いすみ環境と文化のさとセンター
【問い合わせ】夷隅郡市防火安全協会
講習会 １３：３０～１６：００
本館１階大会議室
「さとの文化祭」を開催します
【定員】相談会 １０組、講習会 ５０名 ※ともに申込先着順
夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部内
千葉県いすみ環境と文化のさとセンターでは「さとの文化祭」 【申込期限】１０月３１日（金）まで
予防課
を開催します。夷隅郡市小学生の絵画工作や一般の方の創作
【費用】無料
ＴＥＬ ８０－０１３２
作品を展示します。ぜひご鑑賞ください。
【主催】千葉県、ちば安心住宅リフォーム推進協議会
【開催期間】１１月１５日（土）～２４日（振休・月）
【後援】睦沢町、白子町、長柄町、大多喜町、御宿町
９：００～１６：３０ ※１７日（月）は休館日です。
【申込・問い合わせ】
【問い合わせ・会場】千葉県いすみ環境と文化のさとセンター
ちば安心住宅リフォーム推進協議会事務局
（いすみ市万木２０５０）
（公益社団法人千葉県建築士事務所協会内）
ＴＥＬ ８６－５２５１
TEL０４３－２２４－１６４０
ＨＰ http://www.isumi-sato.com

