町駐車場

利用希望者を募集します

駅前及び公民館前駐車場の空き区画の利用希望者を募
集します。
【契約区画】駅前駐車場 ４区画、公民館前駐車場 ５区画
【契約期間】平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日
【利用料金】４８，０００円（１２ヶ月間）
【申込方法】３月１３日（金）までに役場企画財政課（４階②窓
口）へ住所、氏名、電話番号を直接または電話で
ご連絡ください。 ※土・日、祝日は除く。
【注意事項】
・町民優先となります。
・申し込みを行っても利用が確約されるわけではありません。
・貸し出しは１人１区画です。既に利用されている方の受付はで
きません。
・車庫証明には使えません。
・利用区画については抽選で決定します。
・迷惑駐車防止のため、三角コーンを貸し出しますので適正な
管理をお願いします。三角コーンは解約時に返却となります。
故意や過失により紛失・破損した場合は、三角コーン代１，０００
円がかかります。
【抽選日・場所】日時 ３月２５日（水） １０：００～
場所 役場４階 ４０１会議室
・本人が来庁できない場合は、代理による抽選が可能です。
・抽選後、申込手続きを行いますので、印鑑をお持ちください。
また、車種・車両ナンバーの記入が必要となりますので準備を
お願いします。
【申込・問い合わせ】企画財政課 TEL６８－２５１２

町野球場夏季臨時予約受付を行います
施設の円滑な利用のため、夏季臨時予約を受け付けます。
【貸出期間】７月１８日（土）～８月３１日(月)
※町主催の行事等がある場合は貸し出し不可。
【申込対象】町内団体及び町内宿泊施設を利用する町外団体
（町外団体については、宿泊業者により代理申請
ができます。）
【申込期間】３月１１日（水）～４月１０日(金) ※休館日は除く。
利用日が重なった場合は抽選になります。
【抽選日時・場所】４月１１日(土)１０：００～町Ｂ＆Ｇ海洋センター
【申込・問い合わせ】町Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ６８－４１４３

お詫びと訂正
年間ごみ収集カレンダー（カラー版）３月分のカン類、ビン類
の収集日程に誤りがありましたので、次のとおり訂正し、お詫び
します。

３月４日（水） ３月１１日（水） ３月１８日（水） ３月２５日（水）
誤
ビン類
カン類
ビン類
カン類
正
カン類
ビン類
カン類
ビン類
【問い合わせ】町清掃センター ＴＥＬ ６８－４６１３
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編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ６８－２５１２
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平成２７年度
臨時職員の登録を受け付けています
平成２７年度に町臨時職員として働くことを希望される方は、
事前登録が必要です。年度ごとの登録となりますので、現在登
録がある方も再度登録が必要になります。
※登録された方すべてが採用されるものではありません。
※登録された方の中から書類選考を実施する場合もあります。
【登録条件】６５歳未満（定年の年齢は６５歳）であること。
希望する職種に必要な資格を有していること。
健康状態が良好であること。
【登録方法】「平成２７年度臨時職員登録申込書」を役場総務課
行政班（４階③窓口）に提出してください。（郵送
可）申込書は総務課窓口で受け取れるほか、町ホ
ームページからもダウンロードできます。
【申込・問い合わせ】〒２９９－５１９２ 御宿町須賀１５２２
御宿町役場 総務課 行政班
ＴＥＬ６８－２５１１
（受付時間 ８：３０～１７：１５
土・日・祝日を除く。）

水痘・高齢者肺炎球菌予防接種を
実施しています
平成２６年１０月１日より水痘（水ぼうそう）と高齢者肺炎球菌
感染症の予防接種が定期の予防接種に追加されました。対象
となる方には個別に通知しましたが、まだ接種が済んでいない
方は、忘れずに接種しましょう。
○水痘（水ぼうそう）予防接種
【予防接種の対象者及び接種方法】
１歳から３歳未満の方…３ヶ月以上の間隔をおいて２回接種
３歳から５歳未満の方…１回接種（平成２７年３月３１日までに
限り接種可能）
○高齢者肺炎球菌予防接種
【予防接種の対象者】
今年度６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、９５歳、
１００歳以上の方
【接種方法】平成２７年３月３１日までの間に１回接種
※既に水痘に罹患したことがある方、過去に任意接種として水
痘ワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがあ
る方は、既に接種した回数分の接種を受けたものとみなしま
す。
【予診票の交付】役場保健福祉課保健事業班（３階②窓口）で
交付します。母子健康手帳や予防接種済証
等の接種履歴のわかるものをお持ちのうえ、
交付の手続きをしてください。
【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７

一日赤十字講習会 参加者を募集します

日本赤十字社御宿町分区と赤十字奉仕団では、住民の方を
対象とした講習会を開催します。
【日時・場所】３月１７日（火） １０：００～１５：００
町地域福祉センター
【講習内容】午前：包装食袋「ハイゼックス」を使用した非常食の
作り方
「巡回型元気いきいき教室」を
講義「地域で取り組む防災について」
昼食：非常食を試食しながら意見交換
開催します
午後：ロープワーク
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 【申込期限】３月１２日（木）までに日本赤十字社御宿町分区事
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
務局へお電話ください。
ます。皆さんのご参加をお待ちしています。
【申込・問い合わせ】日本赤十字社御宿町分区事務局（町社
【日時・場所】３月１０日（火） １３：００～１５：００
会福祉協議会内） ＴＥＬ ６８－６７２５
高山田区 高山田公民館
３月１７日（火） １３：３０～１５：３０
３月の「心配ごと相談所」開設日
久保区
久保区民館
３月の心配ごと相談所は以下のとおりです。
【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者の方
開設日
場所
相談内容
【定員】２０名（申込先着順）
一般相談・行政相談・
３月２日（月） 町地域福祉センター
【持ち物】タオル、飲料水（水分補給）、筆記用具
障害者相談
動きやすい服装でお越しください。
３月２３日（月） 町地域福祉センター 一般相談・人権相談
【内容】レクリエーション、ゲーム、簡単な体操、歌 等
相談時間は９：００～１２：００です。
【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８-６７１６ 【問い合わせ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５

男女混合バレーボール大会を
開催します

おんじゅく実谷貸し農園の
利用者を募集します

町体育協会バレーボール部では、男女混合バレーボール大 ～緑豊かな里山で野菜づくりをしてみませんか～
会を開催します。参加される方は３月８日（日）までに町公民館 町では、次のとおり貸し農園の利用者を募集します。
【施設概要】場所：御宿町実谷
へお申し込みください。
面積：１区画５０㎡
【日時・場所】３月１５日（日） ９：００～
料金：１区画８，０００円（１年間）
町Ｂ＆Ｇ海洋センター 体育館
【募集区画】７区画
【参加条件】町在勤・在住者で編成された男女混合９人制バレー 【申込方法】「おんじゅく実谷貸し農園新規加入申込書」を３月
チームで、登録人数は何人でも可。（女性のみのチ
２０日（金）までに役場産業観光課（４階①窓口）へ提
ームも可。）
出してください。申込書は産業観光課窓口で配布し
ているほか、町ホームページからもダウンロードできま
※コート内の男性選手は３人以内とし、男性選手の
す。
アタック及びブロックは禁止。
（受付時間 ８：３０～１７：１５ 土・日・祝日を除く。）
【申込・問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ６８－２９４７
※申込先着順となります。また、４月以降の申込みについては随
時受付を行います。
東日本大震災復興チャリティー祭
【申込・問い合わせ】産業観光課 ＴＥＬ６８－２５１３

「第４回ちば伝統文化の森まつり」

青葉の森公園芸術文化ホールでは、「ちば文化」を発信する
イベント東日本大震災復興チャリティー祭「第４回ちば伝統文化
の森まつり」を開催します。千葉県内で保存・継承されている郷
こと
土芸能、箏・尺八のステージをお届けします。
１階ロビーでは伝統工芸ワークショップ、玄関前では県産品
などを販売する「千産千消～新鮮市場～」を開催します。
【日時・場所】３月８日（日）１３：００～ （１２：３０開場）
青葉の森公園芸術文化ホール
（千葉市中央区青葉町９７７－１）
【出演】千葉県内郷土芸能団体
（御宿町から高山田神楽囃子保存会が出演します。）
あさか ま み こ
こと
せ い の じゅめい
ゲスト 朝香麻実子さん（箏）、清野樹盟さん（尺八）
【問い合わせ】青葉の森公園芸術文化ホール
ＴＥＬ ０４３－２６６－３５１１
HP http://aobageibun.com

３月のＢ＆Ｇ健康運動教室

インターネット体験教室を開催します

～iPad を使ってインターネットの世界を体験しよう～
町では、インターネットの体験を目的としたパソコン教室や
タブレット教室をＮＴＴ東日本との協力により開催しています。
インターネット初心者の方、タブレットをお持ちでない方もこ
の機会にぜひ体験してください。参加は無料です。
【日時・場所】３月１９日（木） １３：３０～１６：３０ 町公民館
【定員】２０名（申込先着順）
【内容】iPad の基本操作
iPad やテレビを使ったインターネット体験
【対象】タブレット（iPad）初心者・未経験者
※申込多数の場合、ご家庭がインターネット未接続の
方を優先します。
【申込】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７
※住所、氏名、連絡先、年齢、ご家庭でのインターネ
ット接続の有無をお知らせください。
【内容に関する問い合わせ】企画財政課 TEL ６８－２５１２

全国統一防火標語
「もういいかい 火を消すまでは まあだだよ」

町Ｂ＆Ｇ海洋センターでは、健康運動教室を実施します。どな
春の全国火災予防運動を実施します
たでも参加できます。ぜひご参加ください。
３月１日（日）から３月７日（土）まで「春の全国火災予防運
【日時】○かんたんエアロビクス ６（金）、２７日（金）
動」を実施します。
○ステップエアロビクス ２０日（金）
火災は、ちょっとした不注意から起こっています。中でも焚き
各教室とも１４：００から１時間程度
火の拡大や、タバコからの出火事例が多く発生しています。
※保険の加入は任意です。各自で加入をお願いします。
火の取り扱いには十分注意してください。
【問い合わせ】町Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ ６８－４１４３

平成２６年度「女性の健康週間」
市民公開講座を開催します

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―
消防本部では、火の用心７つのポイントを作成し、火災
予防を呼びかけています
【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、住宅用火災警報器を設置しまし
ょう。
・寝具や衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎
品を使用しましょう。
・火災を小さいうちに消すために、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。

千葉県産科婦人科医学会では、「女性が知っておきたいからだ
のリズム～母と娘で月経について話そう～」をテーマに、若い女
性と更年期の月経異常に関する最新の話題を、それぞれの分野
を専門とする先生方が講演します。
【日時・場所】３月１４日（土）１４：００～１６：３０ （１３：３０開場）
千葉市文化センター３階アートホール
（千葉市中央区中央２－５－１）
「御宿の明日を語り合う集い」
【講演内容】
「女性アスリートの月経異常と疲労骨折
を開催します
－競技パフォーマンス向上のために私たちができること－」
きたで ま り
皇帝ひまわりと交流の会では、様々な提案を受けながら、御宿
講師：北出
真理さん
町の未来について語り合う「御宿の明日を語り合う集い」を開催
（順天堂大学医学部産婦人科准教授）
します。申込は不要です。ぜひご参加ください。
「これって更年期？アラフォーからの月経と体の変化」
おがわ ま り こ
【日時・場所】３月１１日（水） １３：３０～１４：５０
講師：小川真里子さん
町公民館 大会議室
【問い合わせ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部
（東京歯科大学市川総合病院産婦人科講師）
【問い合わせ】皇帝ひまわりと交流の会事務局 内山
予防課 ＴＥＬ ８０－０１３２
【定員】５００人（当日先着順）
ＴＥＬ６８－３３１７
【問い合わせ】千葉県産科婦人科医学会 ＴＥＬ０４３-２３９-５４７３

