
 

「巡回型元気いきいき教室」 
「御宿町ほのぼの健康教室」を開催します 

 町では介護予防の普及と啓発を目的とし、各区の集会所で運
動やレクリエーションを行う介護予防普及啓発事業を行ってい
ます。皆さんのご参加をお待ちしています。 
●巡回型元気いきいき教室 
【日時・場所】１１月２０日（木） １０：００～１２：００ 

浜区 浜青年館 
１２月９日（火）  １３：３０～１５：３０ 

上布施区 上布施コミュニティ消防センター 

【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者の方 
【定員】３０名（申込先着順） 
【持ち物】タオル、飲料水（水分補給）、筆記用具 

動きやすい服装でお越しください。 
【内容】歯科衛生士による講話、お口の体操、ストレッチ、 

転倒予防体操、歌 等   
●御宿町ほのぼの健康教室 
【日時・場所】１２月１０日（水） 浜区 浜青年館 

１２月１６日（火） 御宿台区 御宿台集会所 
※いずれも１１：００～１３：００ 

【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者の方（家族同伴可） 
【定員】２０名（申込先着順） 

      ※お弁当の注文がありますので、参加日の１０日前 
（１０日前が土曜日の場合は前日の金曜日）までに 
お申し込みください。 

【参加費】６００円 
【持ち物】タオル、飲料水（水分補給）、筆記用具  

動きやすい服装でお越しください。 
【内容】健康チェック、減塩のお話、高血圧・脳梗塞のお話、 

簡単な体操、レクリエーション 等 
【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８-６７１６ 
 

ボランティア研修会を開催します 
 町社会福祉協議会では、現在ボランティア活動をされている
方及びボランティア活動に興味をお持ちの方を対象に、ボラン
ティア研修会を開催します。ぜひご参加ください。 
【日時】１１月２７日（木） １３：３０～ 
【場所】役場大会議室 
【講演内容】・千葉県内で実践されているボランティア活動 

（千葉県ボランティア・市民活動センター） 
・御宿町における福祉の取り組みとボランティア活動 
・町内でボランティア活動している団体の活動報告 

【定員】５０名（参加費無料。申込先着順。） 
【申込期限】１１月２０日(木) 
【申込・問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL ６８－６７２５ 
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御宿町合併６０周年記念事業を 
募集します 

御宿町は平成２７年３月３１日に合併６０周年をむかえます。こ
の合併６０周年を記念して住民の皆さんが広く参加できる記念事
業を実施します。 
事業の実施にあたり、町の魅力の発信ができ、皆さんが町への

愛着をさらに深め、町の活性化につながるような記念事業の案・
アイデアを募集します。記念事業の実施主体は町となり、平成２７
年８月までに実施できる事業で、予算は公募事業全体で５０万円
を予定しており、応募のあった企画の中から選考し実施します。 
【募集対象事業】 

・広く住民が参加できる事業であること。 
（町外にお住まいの方の参加可） 
・町内で開催する事業であること。 
・平成２７年８月までに実施できる事業であること。 
・広く住民へ６０周年を啓発、ＰＲできる事業であること。 
●次に該当する事業は対象となりません 
・政治活動、選挙活動、宗教活動又は営利を目的とした事業。 
・公の秩序または善良な風俗を乱す恐れのある事業。 
・法令等に違反又はその恐れのあるもの。 
・その他町長が適当でないと認める事業。 

【募集期限】１２月５日（金） 
【応募方法】 
「御宿町合併６０周年記念公募事業案応募用紙」に必要事項
を記入し、以下のいずれかの方法で提出してください。 

(1)役場総務課（４階③窓口）に直接提出 
(2)郵送提出 ※締切日必着 
(3)電子メールによる提出 
応募用紙は役場総務課（４階③窓口）、役場総合案内（２階①
窓口）、町公民館で配布しているほか、町ホームページからもダ

ウンロードできます。 
【注意事項】 
・応募内容を一部変更して実施することがあります。 
・内容について、応募者へ問い合わせをすることがあります。 
・応募者はできる限り運営にご参加ください。 

【応募・問い合わせ】〒２９９－５１９２ 御宿町須賀１５２２ 
御宿町役場 総務課 行政班 
ＴＥＬ ６８－２５１１ 
E メール soumu2@town-onjuku.jp 

 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ６８－２５１２ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/ 

Twitter  @KohoOnjuku 

★Twitter アラートの配信を行っています★ 
 

り災証明書を交付しています 
町では、台風や暴風、豪雨などの自然災害により住家等が破

損した場合、各種の支援措置が早期に受けられるよう、り災証
明書を交付しています。 
【り災証明の範囲（住家の場合）】 
全壊、流失、半壊、床上浸水、床下浸水、一部損壊 

【申請及び交付の流れ】 
(1)原則被災から３ヶ月以内にり災証明願を役場総務課（４階
③窓口）へ提出 

(2)担当者現地調査 
(3)証明書交付（手数料はかかりません。） 

【り災証明願提出時に必要なもの】 
り災状況が確認できるもの（現場写真等）、印鑑 

【注意事項】 
り災証明等を行うにあたり、担当者が被害箇所の調査に伺い

ます。必ず修復する前にり災証明願を提出してください。修理を
する場合は、必ず修理前の写真を撮っておいてください。り災
箇所の修理等により、り災の事実が確認できない場合は交付が
できない事があります。また、被災の程度によっては、証明書の
交付までに時間が掛かることがあります。 
申請方法等ご不明な点がありましたら、総務課防災総合対策

班までお問い合わせください。 
【問い合わせ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 
 

農地相談会を開催します 
町農業委員会では、農地に関する相談会を開催します。遊

休農地、農地転用、売買、貸借、埋立等についてお気軽にご相
談ください。 
【日時】１１月２１日（金） １３：００～１４：３０ 
【場所】役場２階相談室 
【問い合わせ】農業委員会事務局（産業観光課内） 

ＴＥＬ ６８－２５１３ 
 

mailto:soumu2@town-onjuku.jp
http://www.town.onjuku.chiba.jp/


 
平成２６年工業統計調査にご協力を  
経済産業省では、我が国の工業の実態を明らかにするた

め、毎年１２月３１日を基準日とし、製造業を営む事業所を対象
に工業統計調査を実施しています。 
この調査の結果は、国や地方公共団体の行政施策の重要な

基礎資料として利用されるとともに、企業、大学等での研究資
料、教育の教材等に広く利用されています。 
平成２６年１２月中旬から平成２７年１月中旬にかけて、「調査

員証」を携帯した調査員が対象となった事業所へ伺います。 
調査へのご協力をお願いします。 

【問い合わせ】企画財政課 TEL ６８－２５１２ 
 

千葉県生涯大学校 
平成２７年度入学生募集 

千葉県では、より多くの方がボランティアや地域の活動等の
社会活動に参加し、活動を通じて心豊かで生きがいのある生
活を送ってもらうため、５５歳以上の方の学習の場、仲間作りの
場として生涯大学校を設置しています。平成２７年度入学生を
以下のとおり募集します。入学を希望する方はお申し込みくだ
さい。 
【募集要件】社会参加意欲のある千葉県在住の５５歳以上の方 
【申込方法】 
願書に必要事項を記入の上、千葉県生涯大学校事務局に

提出してください。願書は御宿町役場保健福祉課福祉介護班（
２階②窓口）で配布しているほか、生涯大学校各学園、各地域
振興事務所、各健康福祉センター（各保健所）、県高齢者福祉
課で配布しています。また、県ホームページからもダウンロード
できます。郵送希望者は、１４０円分の切手を貼付した返信用
封筒（角２）を同封し、千葉県生涯大学校事務局へお送りくださ
い。 
【申込期間】１１月１０日（月）～１２月２６日(金) 
【申込・問い合わせ】〒２６０－０８０１ 

千葉市中央区仁戸名町６６６－２ 
千葉県生涯大学校事務局  
TEL ０４３－２６６－４７０５ 

 

２４時間健康相談ダイヤル 
 
 

 

後期高齢者医療保険料の納期 

※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
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。 

【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL６８－６７１7 
 

若者の声をきけ 出るか 残るか 
「中高生討論会」を開催します 

 一般社団法人勝浦いすみ青年会議所では、夷隅郡市内の中
高生の声を聞き、地域一体となって当地域の未来や人口減尐
対策を考える中高生討論会を開催します。入場は無料ですの
で、ぜひご参加ください。 
【日時・場所】１１月３０日（日） 受付１２：３０ 開会１３：００ 

夷隅文化会館（いすみ市深谷１９６８－１） 
【問い合わせ】一般社団法人勝浦いすみ青年会議所 
         TEL ０９０－３４７０－６５１４ 担当 磯野 

 

家庭教育相談を受け付けます 
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

受け付けます。相談には町家庭教育指導員がお応えします。秘
密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。 
【日時】１１月２０日（木）９：００～１１：００、１３：００～１５：００ 
【場所】町公民館２階 クラブ室 
【問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 
 

農地の適正な管理をお願いします 
 これからの時期、空気が乾燥し、火災が発生しやすくなりま
す。作付をしていない農地や作物の収穫を終えた農地は除草を
行うなど、農地の適切な管理をお願いします。 

【問い合わせ】産業観光課 農林水産班 TEL６８－２５１３ 
 

自動車税の滞納処分を強化します 
 県では、自動車税の未納額の縮減のため、１１月から３月まで

を滞納整理強化期間とし、給与・預金・自動車などの差し押さえ

を一層強化します。 

 自動車税が未納の場合は、至急納付してください。 

【問い合わせ】千葉県 税務課 ＴＥＬ ０４３－２２３－２１２７ 

茂原県税事務所大多喜支所 TEL ８２－２２１４ 

 

房総の郷土芸能２０１４ 開催 
県文化財課では民俗芸能への県民の理解と認識を深め、伝

承活動の活性化や後継者を育成するため、「房総の郷土芸能
２０１４」を開催します。 
【日時】１２月１３日（土）１２：１５～１７：０５ （開場１１：４５） 
【会場】鴨川市市民会館（鴨川市横渚８０８－３３） 
【内容】獅子舞やお囃子などの無形民俗文化財を上演。 

竜岡
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舞（館山市）、青柳
あおやぎ

のかっこ舞（館山市）、
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の神楽（南房総市）、市井原
いちいばら

の獅子舞・神

楽舞（鋸南町・町指定） 

【入場料】無料 

【定員】９７５人（当日先着順） 
【問い合わせ】県文化財課 TEL ０４３－２２３－４０８５ 
 

冬の省エネにご協力を 
冬季は暖房や給湯に使用するエネルギーが増加することか

ら、電気だけでなく灯油・ガスなどエネルギー全体の消費量を
減らす取り組みが重要です。 
地球環境の保全につながるだけでなく、家計にもやさしい取

り組みとして、冬の省エネにご協力をお願いします。 
～省エネのポイント～ 
●意外と大きい！熱に使うエネルギー 
 家庭のエネルギー使用量の半分は、給湯や暖房などの「熱」
に使われています。冬季の省エネでは、「熱」をより効率的に、
無駄なく使う工夫が必要です。 
●暖房器具は上手に使いましょう 
 暖房時の室温は２０度を目安にし、暖房器具を上手に使うこと
で省エネに取り組みましょう。暖かい空気は天井付近にたまりが
ちなので、エアコンの送風を下向きにすると部屋をまんべんなく
暖めることができます。また、エアコンやファンヒーターは、フィ
ルターをこまめに清掃することで運転効率が上がります。 
●暖めた熱は逃がさない工夫を 
 冬の暖房時には約６割の熱が窓から逃げていくといわれてい
ます。窓に厚手の長いカーテンをかけると断熱効果を高めるこ
とができます。お風呂は間隔を空けずに入り、入らないときは浴
槽にふたをしておくなど、給湯の省エネも大切です。 
 
また、県では、家庭の省エネ・節電のポイントをまとめたパン

フレットや、節電シミュレーションシートなどをホームページで公
開し、季節に合わせた賢い省エネ・節電の方法を具体的に紹
介しています。この冬の省エネにぜひご活用ください。 
【問い合わせ】県環境政策課 TEL ０４３－２２３－４１３９ 

HP http://www.pref.chiba.lg.jp/kansei/setsuden.html 

第５期 第６期

１２月１日（月） １２月２５日（木）

後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

 
 
 
 
 
 
    

☎０１２０－１４３－２５１ 
（フリーダイヤル） 

※非通知設定では通話できません。 

（御宿町・いすみ市・勝浦市・大多喜町住民専用） 

急な病気・けがで困った時の対応や夜間・休日に診療でき
る病院の案内を行っています。また、健康やメンタルヘルス
に関する相談に、医師、保健師、看護師、臨床心理士が応じ
ます。 

２４時間３６５日対応の救急医療情報案内 


