
介護予防教室 巡回型元気いきいき教室 
（久保・須賀地区）を開催します 

町では、要介護状態にならないために、各区の集会所で軽

い運動や脳トレーニング等を行う「巡回型元気いきいき教室」を

実施します。ご近所の方お誘い合わせのうえ、皆さんのご参加

をお待ちしています。 

【日時・場所】 

３月２日（月） １３：３０～１５：００ 久保区民館 

３月９日（月） １３：３０～１５：００ 須賀区民館 

※他の地区は開催日が近くなりましたらお知らせします。 

※申し込みは不要ですので、直接会場へお越しください。 

※お住まいの地区以外の会場での参加も可能です。 

【対象】町内在住の方 

【持ち物】タオル・飲料水（水分補給） 

※動きやすい服装でお越しください。 

【内容】軽い運動・脳トレーニング・レクリエーション・歌 等 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 

お悔やみの線香配付を終了します 
 死亡届を受け付けた際に、御宿町社会福祉協議会から配

付しているお悔やみの線香については、令和２年３月３１日

（火）をもって終了します。 

【問合せ】御宿町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

 

おおんんじじゅゅくく  
おお知知ららせせ版版  

発行日 令和２年２月１０日  Ｎｏ．７８６ 

「心配ごと相談所」開設のお知らせ 
３月の心配ごと相談所は以下のとおりです。 

相談時間は、９：００から１２：００までです。 

 
 
 

【問合せ】御宿町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５  

風しん抗体検査・予防接種はお済みですか 
今年度より令和４年３月３１日までの３年間に限り、公的に風し

んの予防接種を受ける機会がなく、特に抗体保有率が低い、昭

和３７年４月２日から昭和５４年４月１日の間に生まれた男性を対

象に風しん抗体検査・予防接種を実施しています。 

今年度は、昭和４７年４月２日から昭和５４年４月１日の間に生

まれた男性へ、７月に無料で検査等が受けられるクーポン券を

送付しております。まだ抗体検査等を受けていない方は、医療

機関等で早めに検査を受けましょう。 

【対象者】 

昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性 

※今年度は、昭和４７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男

性へ個別通知しています。 

※クーポン券を紛失された方は、再発行しますので、保健福祉

課保健事業班（３階②窓口）までご連絡ください。 

※今年度、個別通知対象以外の昭和３７年４月２日～昭和４７年

４月１日の間に生まれた男性については、希望者へクーポン

券を発行していますので、希望される方は、保健福祉課保健

事業班までご連絡ください。 

【クーポン券の利用可能期間】 

令和３年３月３１日（水）まで 

※今年度発行したクーポン券には、「有効期限２０２０年０３月」と

記載されていますが、令和２年度も使用できるよう期限を延長

しましたので、再発行手続きは不要です。 

※令和４年３月３１日まで、抗体検査・予防接種を受けることはで

きますが、令和３年３月３１日を過ぎますとクーポン券の再発行

手続きが必要になる場合があります。 

風しんの感染拡大防止のため、早めの検査をお願いします。 

【負担金額】 

抗体検査及び予防接種費用：無料  

※予防接種については、「抗体なし」の方に限ります。 

【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ ０４７０－６８－２５１２ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/ Twitter @KohoOnjuku 

後期高齢者医療保険料の納期について 
 

 

※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。 

【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

ひとり親家庭入学祝い金の 
申込を受け付けます 

  町社会福祉協議会では、ひとり親家庭の方で、お子さんが今

年の４月に小・中学校へ入学される方に対し、ひとり親家庭入学

祝い金を支給します。  

該当される方は、３月２日（月）までに各地区の民生委員児童

委員に申請してください。  

【問合せ】御宿町社会福祉協議会  ＴＥＬ ６８－６７２５ 

 
自衛官等を募集します 

防衛省・自衛隊では自衛官（男子、女子）及び予備自衛官補（男子、女子）を募集しています。詳細は、自衛隊茂原地域事務

所までお問い合わせください。 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

【問合せ】自衛隊 茂原地域事務所（千葉地方協力本部） 〒２９７－００２２ 茂原市町保３－２１７ シティビル２階 

ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２ 

第８期

３月２日（月）

後期高齢者医療保険料
(普通徴収)

開催日 場所 相談内容

３月　２日（月） 地域福祉センター
一般相談・行政相談
障害者相談

３月２３日（月） 地域福祉センター 一般相談・人権相談

応募資格 受付期間 試験期日（期間） 合格発表 入隊（入校） 待遇・その他

一
般
公
募

１８歳以上３４歳未満の方

技
能
公
募

１８歳以上で別に示す国家資
格等有する方（資格により５５
歳未満までの方）

受付締切 試験日（場所）

２月２１日（金）
（締切日必着）

２月２９日（土）
（習志野駐屯地）

自衛官
候補生

１８歳以上３３歳未満の方
（ただし、入隊予定月の３カ
月後の末日現在、３３歳に達
している方は入隊できませ
ん。）

試験後にお知らせ
します。

　３月下旬
　　　　～４月上旬

約３カ月の教育終了後、２等
陸・海・空士に任用

予備
自衛官補

〈第１回〉
４月１０日（金）まで
（締切日必着）

４月１８日（土）～２２日（水）
のうち指定する１日

５月２２日（金）

採用候補者名簿
に記載され上位者
から順次採用予定
者となります。

【身分】
非常勤特別職国家公務員
（所定の教育訓練終了後、予
備自衛官として任用）

【訓練手当】
日額７，９００円
（教育訓練参加日数分支給）

募集種目

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


千葉県認知症地域医療支援事業 
認知症サポート医講演会を開催します 

町では、住民の皆さんが認知症の正しい知識を習得するた

めの取り組みとして認知症サポート医である（一財）千代田健

康開発事業団付属診療所（ラビドールクリニック）診療所長深

山茂樹先生をお招きしての講演会を実施します。 

講演に併せて認知症予防運動教室と健康・介護相談会も 

開催しますので、皆さんの参加をお待ちしています。 

【日時】３月３日（火） １３：００開場 ※申込不要 

【場所】公民館 １階 大ホール 

【参加費】無料 

【問合せ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 

Ｎｅｔ１１９緊急通報システム運用開始 
２月３日（月）から「ちば消防共同指令センター」では、スマ

ートフォン等の携帯端末を利用し、音声によらない１１９番通報

を行えるシステムの運用を開始しました。 

※「ちば消防共同指令センター」は、夷隅郡市消防本部を含

む、千葉県北東部・南部地域の２０本部が、１１９番通報の受

付から出動指令などの指令業務を共同で行うところです。 

【対象者】 

夷隅郡市消防本部の管轄区域内に在住、または通勤・通

学されている、聴覚、言語等に障害を有する方 

【申請方法】 

利用案内書及び申請書は、夷隅郡市消防本部警防課、夷

隅郡市広域市町村圏事務組合ホームページ

（http://www.isumi-kouiki.com/2020net119.html）、保健福祉

課福祉介護班（２階②窓口）にありますので、必要事項を記入

のうえ、提出してください。 

【利用方法】 

○登録制（事前に申し込みが必要です。） 

○日本国内のどこでもご利用いただけます。（一部制限あり） 

○消防車や救急車を要請する場合のみに使用できます。 

○登録料は無料ですが、インターネットの接続に必要な料金

は利用者負担となります。 

○通報を行うには、ご利用のスマートフォン等のＧＰＳ機能を 

ＯＮに設定する必要があります。 

詳細は、以下までお問い合わせください。 

【問合せ】夷隅郡市消防本部 警防課 ＴＥＬ ８０－０１１９ 

保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 

令和元年度４００歳ソフトボール大会を 
開催します 

【日時】３月２０日(金・祝) ９：００開会 

【場所】Ｂ＆Ｇ海洋センター 野球場 

【主催】御宿町体育協会ソフトボール部 

【参加資格】 

（１）町内在住・在勤者で構成されたチーム 

（２）試合出場選手９人の合計年齢が４００歳を超えること。 

（３）１チームのメンバーは２０人以内とする。 

【申込方法】３月６日（金）までに公民館備え付けの申込用紙に

てお申し込みください。 

【問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

令和元年度男女混合バレーボール大会を 
開催します 

【日時】３月８日(日)  ９：００開会 

【場所】Ｂ＆Ｇ海洋センター 体育館 

【主催】御宿町体育協会バレーボール部 

【参加資格】 

（１）男女混合９人制バレーボールチーム（町内外問わず） 

（２）コート内の男性選手は２名以内、女性選手の制限は無し。 

※男性選手のアタック・ブロックは禁止とする。 

【申込方法】２月２８日（金）までに公民館備え付けの申込用紙

にてお申し込みください。 

【問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

あなたが選ぶ 

“つかいみち”テーマ選択募金にご協力を 
 寄付者の皆さんが応援したいテーマを指定できる募金です。 

 子どもたち、お年寄りへの支援、台風被害に対する復旧活動

や東日本大震災の被災者の方々へのケアを行う被災者被災地

支援など６つのテーマからお選びください。 

【テーマ】 

①生活困窮者支援 ②子どもへの支援 ③子育て支援 

④高齢者支援 ⑤孤立・虐待・自殺防止支援 

⑥被災者・被災地支援 

【実施期間】３月３１日（火）まで 

※募金方法など、詳細はホームページをご覧になるか、お問い

合わせください。 

ＵＲＬ：https//akaihane-chiba.jp/publics/index/37/ 

【問合せ】（社福）千葉県共同募金会 

ＴＥＬ ０４３－２４５－１７２１ 赤い羽根 ちば 検索 

千葉県中小企業復旧支援補助金について 

千葉県では、令和元年台風１５号、１９号、１０月２５日大雨に

より被害を受けた中小企業者が新たな経営や復旧計画を作成

し、その計画に沿って事業の再建に取り組む経費の一部を補助

する補助金申請を受付けています。 

詳細は、御宿町商工会にお問い合わせください。（千葉県ホ

ームページに掲載予定） 

【申請受付期間】４月中旬まで 

【問合せ】御宿町商工会 ＴＥＬ ６８－２８１８ 

公開講座のお知らせ 
公民館では、城西国際大学との共催により『地域の観光の事

例紹介』をテーマに公開講座を開催します。入場料は無料で

す。ぜひご参加ください。 

【日時】３月７日(土) １４：００～１５：３０ 

「訪日教育旅行の受入と促進」 

【場所】公民館 視聴覚室 

【申込方法】電話にて住所、氏名、年齢、電話番号を公民館ま

でお知らせください。 

【申込・問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の 
全国一斉情報伝達試験を実施します 

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、以下のとおり情報

伝達試験を行います。この試験は、全国瞬時警報システム（J アラ

ート）（※１）を用いた試験で、御宿町以外の地域でも様々な手段

を用いて情報伝達試験が行われます。 

【試験実施日時】２月１９日（水） １１：００ 

【町で行う放送試験】 

 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 全国瞬時警報システム（Ｊアラート）とは、地震・津波や武力

攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時

にお伝えするシステムです。 

※２ この訓練ではエリアメールの送信は行いません。 

【問合せ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

情報伝達手段  放送内容

防災行政無線

　 町内３１カ所に設置してある屋外子局及び各家庭の戸別受信機から

一斉に、次のように放送されます。
  【放送内容】
　 上りチャイム音

　 「これは、Jアラートのテストです」×３
   「こちらは、ぼうさいおんじゅくです。」
   下りチャイム音

登録制メール

スマホアプリ
twitterなど

※２

  事前に登録いただいている端末に以下のとおり通知します。

  【通報内容】
 　これは、Jアラートのテストです。
 　対象地域：全土区域


