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お知らせ 

１１１１月月のの心心配配ごごとと相相談談 

【開催日】 ２日（水）（一般・行政・障害者相談） 
      ２２日（火）（一般・人権相談） 
【場所等】 地域福祉センター ９：００～１２：００ 
【問い合わせ】 町社会福祉協議会 ℡６８－６７２５ 
 

１１１１月月ののＢＢ＆＆ＧＧ健健康康運運動動教教室室  
○ステップエアロ １日、８日、１５日、２２日、２９日 １４：００～ 
○かんたんエアロ １１日、１８日、２５日 １４：００～ 
○中高年のはじめてレク ２日、１６日 １０：００～ 
※それぞれＢ＆Ｇ体育館で開催しますので、動きやすい服装で
室内履き・飲み物を持参してください。 
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡６８－４１４３ 
 

平平成成１１８８年年度度保保育育所所入入所所のの  
申申込込受受付付けけをを開開始始ししまますす  

  平成１８年４月１日から、新たに保育所入所を希望する方の入
所申込みの受付けを、下記のとおり実施しますので、希望者は申
込書に必要書類を添えてお申込みください。 
 今回は書類の受付けのみで、入所児童の面接は、後日あらた
めて行います。 （前年度から継続して入所している児童で、小学
校就学前まで入所の承諾を受けている方は、申込みの必要はあ
りません。） 

なお、申込みに必要な書類は、住民課又は各保育所に用意し
てありますので、事前に取りに来てください。町ホームページから
もダウンロードできます。 

 
 
 
 
 

【入所資格】日中家庭において保育する人のいない児童 
【必要書類】入所申込書、 

その他保育に欠けることを証明する書類 
※例 勤務証明書、母子手帳の写し、身体障害者手帳の写し、

医師の診断書の写等 
【選考方法】選考基準により、家庭保育の困難な児童から順に、

定員の範囲内で決定します。 
【問い合わせ】住民課 ℡６８－６６９５ 

お知らせ 

家家庭庭教教育育相相談談をを行行っってていいまますす 
家庭教育に関する相談や指導を行っています。 

【日 時】 毎週火曜日 １０：００～１６：００ 
【場 所】 御宿町公民館 
【指導員】 御宿町家庭教育指導員 
【問い合わせ】 御宿町公民館 ℡６８－２９４７ 
 

献献血血ににごご協協力力くくだだささいい  
《200ml・400ml・成分献血》 

【日時等】１１月１０日(木) 
      御宿町保健センター  １０:００～１１：４５ 
      特別養護老人ホーム外房  １３：３０～１４：１５ 

御宿町公民館      １５：００～１６：００ 
  ※献血者の本人確認ができる証明書等をご持参ください。 
【問い合わせ】保健福祉課 ℡６８－６７１７  
 

「「おお住住ままいいのの耐耐震震相相談談」」のの開開催催  
 みなさんの家の建築相談及び簡易耐震診断について、（社）
千葉県建築士事務所協会、（社）千葉県建築士会の相談員に
よる無料相談を下記日程のとおり実施します。 

なお、待ち時間がないようにするため、事前に予約の受付を
いたします。 

住まいの耐震について、ご相談のある方はお気軽にお申込
みくさだい。 
※ 相談時間は一人あたり３０分位を予定しております。 
【日 時】平成１７年１１月 ３日（木）９時から１５時まで 
【場 所】御宿町公民館 
【内 容】・建築相談 
【内 容】・だれもができるわが家の耐震診断 

 （現地へ出向いて家屋の耐震診断は行いません） 
【予約先】企画財政課  ℡ ６８－２５１２ 
※ 受付期間 平成１７年１０月３１日（月）まで 土日を除く 

 
募 集   
平平成成１１８８年年度度放放課課後後児児童童ククララブブ  

入入会会児児童童をを募募集集ししまますす 
 
 町では、共働き世帯等の児童が、放課後すごす場として、御
宿児童館で放課後児童クラブを実施しています。 平成１８年４

月から入会する児童を、下記のとおり募集します。 
 
【申込期間】  １１月１４日（月）～１８日（金）   
【募集要件】・町内に住所を有する小学校１～３年生 

（平成１８年４月１日現在） 
・保護者（両親以外の同居の家族も含む。）が仕事

等により、放課後家庭にいない児童 

【概   要】授業終了後、保護者が迎えにくる時間までの間
（午後６時３０分まで）の生活の場として、指導員や

クラブの児童と遊び等を行う。 

【負 担 金】月額 ４，０００円 （８月は、６，０００円） 
【必要書類】（町ホームページからダウンロードできます） 

・入会申込書（住民課にあります） 

         ・勤務等の証明となる書類 
【申込み・問い合わせ】住民課 ℡６８－６６９５ 
 
お知らせ   

平平成成１１７７年年度度 

秋秋季季全全国国火火災災予予防防運運動動実実施施  
【実施期間】平成１７年１１月９日（水）～１５日（火） 
【防火標語】 ～ あなたです 火のあるくらしの 見はり役 ～ 
  

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－ 

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。 
・ガスこんろ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、住宅用火災警報器等を設置する。 
・寝具や衣類からの火災を防ぐために、防火製品を使用する。 
・火災を小さいうちに消すために住宅用消火器等を設置する。 
・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
体制をつくる。 

受　付　月　日 場　所 時　間 対　象　者

住民課 ８：３０～１７：１５来年４月１日から

各保育所 ７：３０～１７：１５新しく保育所入所

１１月１２日（土）各保育所 ７：３０～１１：３０を希望する方

１１月　７日（月）
　　～１１日（金）



  
お知らせ 

「「ううるるうう秒秒」」挿挿入入ののおお知知ららせせ 

－ 来年の元日はいつもより「１秒」長い１日です －  

平成１８年（２００６年）１月１日に、７年ぶりに「うるう秒」
調整が行われることが決まりました。日本の標準時の
維持・通報を実施している独立行政法人情報通信研究
機構（以下「ＮＩＣＴ」。理事長：長尾 真）は、日本標準時
に「うるう秒」を挿入する予定です。  

 

＜「うるう秒」とは？＞ 

かつて、時刻を決めるためには、地球の公転・自転に基づく
天文時が使われていましたが、現在では、原子の振動を利用し
た原子時計をもとに決められるようになり、非常に高精度なもの
となっています。このため、逆に天文時に基づく時刻との間でず
れが生じるようになりました。 
 そこで、原子時計に基づく時刻を天文時と０．９秒以上ずれな
いように調整を行った時刻を世界の標準時として使うことにして
います。今回の「うるう秒」の調整も地球の公転・自転に基づく時
刻とのずれが０．９秒に近づいたために行われるものです。 

なお、最近では７年前（平成１１年（1999 年）１月１日）にうるう
秒の挿入を行いました。 

 
【今回の調整】 

平成１８年（２００６年）１月１日（日） 

午前８時５９分５９秒と午前９時００分００秒の間に 

「８時５９分６０秒」を挿入します。 
 
 

詳しい情報はＮＩＣＴのホームページ（うるう秒に関するＱ＆Ａ）： 
http://jjy.nict.go.jp/QandA/reference/leapsec-addendum.html
をご覧下さい。 
 
【総務省連絡先】 

情報通信政策局技術政策課  
  ℡０３－５２５３－５７２８   ＦＡＸ０３－５２５３－５７３２ 

【独立行政法人情報通信研究機構連絡先】 
総務部広報室 
  ℡０４２－３２７－６９２３   ＦＡＸ０４２－３２７－７５８７ 

  
お知らせ 

動動物物にによよるる危危害害防防止止対対策策強強化化月月間間  
１１月は動物による危害防止対策強化月間です。次のことに

注意して、動物を適正に飼いましょう。  
①動物には飼い主が判るよう名札をつけましょう。犬には、鑑札

と狂犬病予防注射済票を必ずつけましょう。 
②犬の登録と狂犬病予防注射を必ず受けさせましょう。予防注

射実施率を上げることにより、国内に狂犬病が侵入した際、そ
のまん延を防ぐことができます。 

③飼い犬の放し飼いは禁止です。犬を運動させる時は、犬を制
止できる人が短い綱で行いましょう。 

④猫は屋内で飼いましょう。屋外で飼うと近隣の方に迷惑をかけ
たり、交通事故や病気にかかるなどの危険があります。 

⑤犬や猫がみだりに繁殖しないよう不妊・去勢手術などの措置
に努めましょう。 

   ※当町では犬及び猫の不妊手術助成事業があります。 
⑥犬や猫に公の場所や他人の敷地内で排泄させるような迷惑

行為はやめましょう。運動と排泄はしつけにより分けることは可
能です。 

⑦飼い主がいない犬や猫には、むやみに餌をあげないようにし
ましょう。 

⑧ワニ・ヘビ・サルなどの危険な動物を飼う場合は、保健所長の
許可が必要です。 

⑨動物を飼えなくなった場合、新しい飼い主を探しましょう。動
物を野に放すことは絶対にやめてください。動物が不幸にな
るばかりではなく、人への危害や自然へ影響を与え、大きな
問題となります。 

    
夷隅保健所では犬や猫を譲りたい方・飼いたい方を対象に毎月
第４月曜日に「犬とねこの飼い主さがしの会」を開催しています。  
【問い合わせ】夷隅保健所 健康生活支援課  ℡７３－０１４５ 
 
お知らせ 

第第１１回回いいすすみみ歌歌のの祭祭典典  
～～歌歌声声でで結結ぶぶ地地域域のの心心～～ 

【日時】平成１７年１１月１２日（土） １３：００～１６：１５ 
【会場】夷隅町文化会館大ホール 入場無料 
【内容】①オープニングセレモニー（国吉中学校ブラスバンド部） 
②各施設利用者の歌の発表 ③ゲスト歌手の歌謡ショー 
【特別来賓】作詞作曲家 たきのえいじ先生 他 
【参加施設】夷隅あかね園、夷隅郡市福祉作業所、いすみ学園 
【問い合わせ】 いすみ学園（事務局） ℡８６－３４１２ 

 
募 集 

千千葉葉県県生生涯涯大大学学校校のの学学生生募募集集  
県では平成１８年度生涯大学校の学生を募集しています。 

【資格】県内にお住まいの６０歳以上の方(昭和２１年４月１日以
前に生まれた方)で学習の成果を地域活動で役立てるな
ど、社会参加の意欲のある方 

【定員】一般課程(福祉科・生活科・園芸科・陶芸科)計１，４３５名 
通信課程(福祉生活科)５００名 
専攻課程(社会専攻科・園芸専攻科)５８０名 
(専攻課程は、一般課程の卒業者のみ) 

【入学金】無料 
【授業料】一般課程・年額 １８，０００円 
【授業料】通信課程・年額  ４，０００円 
【授業料】専攻課程・年額  ８，０００円 
 ※授業料のほかに教材費等の負担があります。 
【学園事務局の所在地】 

千葉市中央区、松戸市、流山市、銚子市、茂原市、館山市 
【入学案内の配布】 

生涯大学校各学園、各県民センター、各健康福祉センター、
県庁高齢者福祉課、役場保健福祉課で配布します。また、郵
送を希望される方は、返信用封筒(角２サイズ(240mm×
320mm)にあて先を記入し、１４０円分の切手貼付)を同封の
上、生涯大学校事務局へお申し込みください。また、インター
ネットからも入手できます。 
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_kouｆuku/ 

【願書受付期間】 平成１７年１１月１０日(木)～１２月２８日(水) 
※この期間中は土・日、祝日は窓口の受付はしません。(郵送の
場合は１２月２８日消印有効) 
【願書の提出先】千葉県生涯大学校事務局 

〒２６０－０８０１ 千葉市中央区仁戸名町６６６－２ 
【問い合わせ】県生涯大学校事務局 ℡０４３－２６６－４７０５ 
【問い合わせ】県庁高齢者福祉課 ℡０４３－２２３－２３２８ 
 
 

２２００００６６年年版版県県民民手手帳帳のの予予約約受受付付  
 
【価 格】 ５００円（税込み）  サイズ縦 145 ㎜、横 85 ㎜ 

色は紺色と肌色の２色 
【締切日】１１月１０日（木）まで 

企画財政課まで代金をそえてお申込ください。 
（なるべく、おつりのないようお願いします） 

【問い合わせ】 企画財政課 ℡６８－２５１２ 


