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風邪・インフルエンザを予防しよう
毎年１２月から３月にかけては、インフルエンザの流行シーズ
ンです。
流行を防ぐためには、原因となるウイルスを体内に侵入させな
いことや周囲にうつさないようにすることが重要です。
今回は皆さんが実施できる風邪やインフルエンザの予防策につ
いて、御宿 田口整形外科クリニックの田口先生からお話を伺い
ました。
風邪やインフルエンザが流行する前に、一人ひとりが「かから
ない」「うつさない」対策を実践しましょう。

風邪とインフルエンザの違い
風邪

主な
症状

流行の
時期

インフルエンザ

発熱

３８℃以上の発熱

−

全身症状
（頭痛、関節痛、筋肉痛など）

局所症状
（のどの痛み、鼻水、くしゃみ、咳など）

局所症状
（のどの痛み、鼻水、くしゃみ、咳など）

比較的ゆっくり発症

急激に発症

年間を通じて。特に季節の変わり目や疲れ
ているときなど。

１２月から３月（１月から２月がピーク）
※この期間以外でも流行する場合があります。

「咳エチケット」していますか？
咳やくしゃみが出るときは、飛沫にウイルスを含んでいるかもしれませんので、次のような咳エチ
ケットを心がけましょう。

咳が出るときは
マスクを着用しましょう

とっさの咳やくしゃみが出
る時は顔をそむけましょう

ティッシュは
くずかごへ入れましょう

咳やくしゃみが出たら、他
の人にうつさないためにマス
クを着用しましょう。咳やく
しゃみを他の人に向けて発し
ないようにしましょう。

マスクを持っていない場
合は、ティッシュなどで口
と鼻を覆い、他の人から顔
をそむけ１メートル以上離
れましょう。

鼻汁・痰などを含んだ
ティッシュはすぐにゴミ箱
に捨て、手のひらで咳やく
しゃみを受け止めた時はす
ぐに手を洗いましょう。
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インフルエンザ症状チェック

「風邪かな？」と思ったらインフルエンザかどうかチェックしてみましょう。
チェック項目 が多いほど、インフルエンザの可能性が高くなります。早めに医療機関を受診しま
しょう。

※発症すぐはあまり熱が上がって
いない場合があります。

先生からのメッセージ

風邪・インフルエンザの予防と受診のタイミング

御宿 田口整形外科
クリニック
内科
田口明子 先生

寒くなるにつれ、はな・せき・のどの症状が中心のかぜ症
候群、急な高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、強いだるさが出る
ことの多いインフルエンザといった感染症が流行します。
感染症の予防には、
○外出後の流水・石けんによる手洗い
○十分な睡眠とバランスのよい食事
○適切な湿度（ ～ ％）加湿器・ぬれタオルなどを利用
○人込みを避ける
○マスク着用
○取り箸、タオルの個別使用
などが効果的です。服装、暖房で保温も心がけましょう。
インフルエンザについては、ワクチン接種により発病・
重症化・死亡が減少します。ワクチンは流行が予想される
ウイルスの病原性をなくし作られます。接種後効果が出る
まで約２週間かかります。
感染症にかかった時、水分・栄養・休養をとることは大
切ですが、
○インフルエンザが疑われる
（治療薬は、発症２日以内の内服が有効）
○症状が良くならない、持病がある、高熱が出る、食事・
水分が取れない、息苦しい
場合は医療機関を受診しましょう。
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□頭痛がする

□のどの痛みがある

□鼻水や咳がでる
□関節痛や筋肉痛がある

□ 地域・学校・会社などで
インフルエンザが流行している
□３８℃以上の急な発熱、
または熱は高くないが
「とにかくだるい」
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国民健康保険税の
「ペイジー口座振替サービス」を始めました
御宿町国民健康保険税の口座振替申込がキャッシュカードで簡単に登録（印鑑は必要ありませ
ん。）出来るようになりました。
役場窓口にある専用端末を用いることで、納税者の皆さんが金融機関に行くことなく、国民健康保
険税の口座振替申込が出来るようになりました。
受付場所

役場

税務住民課 税務班（３階⑦窓口）
保健福祉課 保健事業班 国民健康保険係（３階②窓口）
９：００から１７：００まで

受付時間 平日
受付方法等
（１）対象税目 国民健康保険税
（２）持ち物
①キャッシュカード
原則、納税義務者（窓口においでになる方）名義のものに限ります。
※カードに関するご質問は税務住民課税務班にお問い合わせください。
※発行年が古いカードや「法人カード」、
「個人の貯蓄預金（貯金）」、「代理人カード」は
使用できません。
②本人確認ができるもの（運転免許証、健康保険証等）
（３）受付の流れ
①本人確認の後、役場備え付けの「口座振替申込書」に「氏名」「住所」「連絡先」及び口座
振替を希望する年月日を記入。（印鑑は必要ありません。）
②専用端末にて「キャッシュカード」の読み取り。
③専用端末にて「口座の暗証番号」を入力。（入力作業は申込み者が行います。）
④「口座振替申込書」のお客様控え、専用端末から出力されたお客様控えの受け取り。
以上、４つの作業で申込みが完了となります。
（４）取り扱い金融機関
・「千葉銀行」 ・「ゆうちょ銀行」 ・「房総信用組合」
・令和２年４月以降順次取扱い…「ＪＡ全中」（全国農業協同組合中央会）
※農協関係については、取扱い開始次第、お知らせします。
※「千葉県信用漁業協同組合連合会」は取扱い未定です。

ピックアップ防災 Vol.66

ストーブの取り扱いに注意しましょう！！

寒い時期となり、ストーブなどの暖房器具を使用する機会が多くなります。ちょっとした不注
意で火災や事故につながるおそれがありますので、特に次の点に注意してください。
〇外出時や就寝時には必ず火を消しましょう。
〇ストーブ付近で洗濯物を乾かすのはやめましょう。
〇燃料の大量貯蔵は控え、確実に火を消してから給油しましょう。
〇ストーブの周りには、可燃物やスプレー缶などを置かないように
しましょう。
〇子供がやけどやいたずらをしないよう注意しましょう。
★住宅用火災警報器を設置しましょう★
問合せ 夷隅郡市広域市町村圏事務組合 消防本部 予防課 ☎︎８０－０１３２
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令和元年度上半期

御宿町活力あるふるさとづくり寄附状況

町では、「ふるさと御宿」を愛する方々から支援を受け、多くの方に町づくりの担い手となってい
ただくため、以下の５つの施策の財源として活用する寄附金の受付を行っています。
令和元年度上半期（４月～９月）は、４６８件、合計１３，２５５，０００円の寄附をいただきま
した。以下、施策ごとの寄附件数と金額をご紹介します。寄附者の氏名と寄附金額については、公表
についてご了解をいただいた方のみ、町ホームページに掲載しています。
施策の種類及び概要

件数

金額

幻想の世界『月の沙漠の旅』づくり事業
御宿町に住む人、また訪れる人が、その空間の中でそれ
①
ぞれの夢の旅を創造できるような環境の保全、街並みの整
備を進めます。

８７件

２，３７１，０００円

世界に発信『人類愛の輪』事業
４００年以上の昔、座礁したスペイン船の乗組員が当時
② の岩和田村の人たちによって救護されたという史実の残る
御宿町。この人類愛の美談を日本人の誇りとして全国、そ
して世界へと発信していきます。

１４件

４１９，０００円

夢を育む人にやさしいまちづくり事業
未来を担う子どもたちが生き生きと学び、また住民が
１８８件
③
安心できる、よりきめの細かい教育・福祉の充実を図り
ます。

５，３２１，０００円

活力があふれ賑わいを生むまちづくり事業
地域の特性を生かした産業の活性化や、地域資源の保
④ 全、環境整備を行うとともに、生産力の維持、向上、販路 １１３件
の拡大など御宿独自の付加価値をつけた産業振興策の構築
や、産業間交流による連携を推進します。

３，５００，０００円

住民協働による豊かな暮らしと安全安心なまちづくり事業
行政はもちろん、住民やボランティアなどによる地域の
力を集結した協働によるまちづくりを図るとともに、独自
⑤
の魅力ある地域づくりや利便性を高める地域公共交通運行
などを進めることにより、定住化促進や交流人口増加策を
構築していきます。

１，６４４，０００円

問合せ

企画財政課

６６件

☎６８－２５１２

１１月から１２月は「労働保険適用促進強化期間」です
労働者を１人でも使用する（農林水産業の一部を除き）事業主は、労働保険
（労災保険・雇用保険）に加入することが法律で義務づけられています。
未手続事業の事業主は至急、加入手続きをしてください。
詳細は、千葉労働局労働保険徴収課または最寄りの労働基準監督署、ハロー
ワーク（公共職業安定所）にお問い合わせください。
問合せ
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千葉労働局労働保険徴収課
茂原労働基準監督署
ハローワークいすみ

☎︎０４３－２２１－４３１７
☎︎０４７５－２２－４５５１
☎︎０４７０－６２－３５５１

ios用

android用

広報御宿はスマートフォンアプリ「マチイロ」でもご覧いただけます。

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】
１２月４日
（水） １１
：
００
【町で行う放送試験】
情報伝達手段

放送内容
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】
防災行政無線
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
事前に登録いただいている端末に以下のと
登録制メール
おり通知します。
スマホアプリ
【通報内容】
twitterなど
これは、
Jアラートのテストです。
※２
対象地域：全土区域"

「心配ごと相談所」開設のお知らせ

１２月の心配ごと相談所は以下のとおりです。
開催日

場所

１２月２日
（月）

地域福祉センター

１２月２４日
（火）

地域福祉センター

相談内容
一般相談・行政相談
障害者相談
一般相談・人権相談

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

農地相談を開催します

御宿町農業委員会では、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 】
１２月５日
（木） １３
：
００～１４
：
３０
【場所】役場２階 相談室
【問合せ】御宿町農業委員会事務局（産業観光課内）
ＴＥＬ ６８－２５１３

「かんばろう！千葉

千葉県災害義援金」
を募集します

千葉県では、台風第１５号、第１９号及び令和元年１０月
２５日の大雨の被災者の皆さんに対する生活再建支援の
※１ 全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）
とは、地震・津波や
一環として義援金を募集しています。集まった義援金は、
武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを 被災された世帯に対し、見舞金として支給します。
通じて瞬時にお伝えするシステムです。
【振込先】
・千葉銀行県庁支店 普通預金３２０９６８２
※２ この訓練ではエリアメールの送信は行いません。
・千葉興業銀行本店営業部 普通預金１１５４６８３
【問合せ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１
・京葉銀行本店営業部 普通預金４２２１４１１
・ゆうちょ銀行 （１）
００１６０－４－７６７９１４
野沢温泉村友好交流事業補助金のご案内
（２）
００１００−３−６０４６７３
（３）
００１４０−４−６３５７０２
姉妹都市「長野県野沢温泉村」の住民の皆様との交流
【口座名義】
千葉県災害対策本部
を促進し、相互理解と友好を深めることにより、
お互いの地
※上記（２）
は千葉県台風１９号災害義援金
域活力の向上を目的とした、住民間の友好交流事業補助
上記（３）
は千葉県令和元年大雨災害義援金
制度をご活用ください。
【振込手数料】
【補助対象者】
上記４行、地方銀行協会加盟行及び第二地方銀行協
・町内に事務所又は活動拠点がある団体
会加盟行の窓口での振込手数料は無料です。ATMやイン
ターネットの振込の場合は手数料がかかります。
・町民で構成される団体又はグループ
【募集期間】
１２月３０日
（月）
まで
【補助対象事業】
※税制上の取
り
扱いや受領書の発行、
他団体の義援金募集
野沢温泉村を訪問し、文化、産業、防災、
スポーツ等に係
状況などについて、詳細はホームページをご覧ください。
る活動を通じて住民と親善交流を行う事業で、町民（住民
【問合せ】
登録がある方）
５名以上が参加するもの
千葉県 防災政策課 ＴＥＬ０４３－２２３－３４０４
【補助対象経費】
千葉県災害義援金 検索
旅費（交通費及び宿泊費）、燃料費、使用料及び賃借
料、消耗品費
入札結果の公表（令和元年１０月）
【補助金額】
◆件名 ◆場所 ◆契約期間 ◆落札業者 ◆契約金額（税抜）
下記（１）又は
（２）
のいずれか低い額
▼御宿町公民館バルコニー手摺改修工事/久保地先/
（１）補助対象経費合計の１／２以内の額
令和元年１０月２１日～令和２年３月３１日/（ 株）片岡工業
（２）参加町民１人につき大人（満１２歳以上）
５，
０００円、
/18,500,000円
こども
（満３歳以上１２歳未満）
３，
０００円の単価を乗じて
▼御宿町立御宿中学校教育用パソコン導入事業/新町
得た合計額
地先/令和２年１月１日～令和６年１２月３１日
（リース期間）/
【申請方法】
（株）内田洋行/13,322,400円
申請書に、事業概要書、収支計画書、参加者名簿を添
▼御宿岩和田漁港海岸保全施設長寿命化計画策定業務
えて、総務課（４階③窓口）
までお申し込みください。
また、町
委託/岩和田、
浜地先/令和元年１０月２４日～令和２年３月２
ホームページからもダウンロードできます。
３日/国際航業（株）/2,500,000円
【問合せ】総務課 行政班 ＴＥＬ６８－２５１１
【問合せ】企画財政課 ＴＥＬ６８－２５１２
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おんじゅく
お知らせ版
発行日 令和元年１１月２５日 Ｎｏ．７８１

介護予防教室 巡回型元気いきいき教室
（浜地区）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】
１２月１６日
（月） １３
：
３０～１５
：
００ 浜青年館
※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

サンタクロース訪問事業
「サンタが家にやってきた！
！」

町青年団体連絡協議会では、
クリスマスイブにサンタク
ロースに扮したスタッフがご家庭を訪問し、
お子さまに夢を
届けるサンタクロース訪問事業「サンタが家にやってきた！
！」
を行います。
多くのお申し込みをお待ちしています。
【対象者】御宿町在住、幼児から小学生までのお子さんの
いる家庭
【申込期間】
１２月１０日
（火）
～１７日
（火） ９
：
００〜１７
：
００
※１２月１６日
（月）休館日は除く。
【申込方法】
公民館に用意してある申込用紙に記入し、
お届けするプレ
ゼントと一緒に公民館に提出してください。
※割れ物・なま物・生き物はご遠慮ください。
【訪問日時】
１２月２４日
（火） １９
：
００～２１
：
００頃
【問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７

行政書士による無料相談会を実施します

千葉県行政書士会長夷支部では、
心配ごとをお持ちの方
のための無料相談会を実施します。
【日時 】
１２月１５日
（日） １０
：
００～１４
：
００
【場所】公民館 ２階 中会議室
家庭・子どもの教育相談
【相談内容】
町では家庭教育に関する不安や悩み等についての相談
・相続手続きと遺言書作成
を受け付けています。相談には町家庭教育指導員がお応え
・農地法・宅地開発手続き
します。秘密は厳守しますので、
お気軽にご相談ください。
な
・成年後見制度に関すること
お、予定日以外でご相談のある方は公民館までお問い合わ
・各種契約書と内容証明郵便の作成
せください。
・法人設立に関すること
【日時 】
・建設業、
風俗営業など各種許認可申請に関すること
１２月 ６日
（金） １８
：
３０～２０
：
３０
※予約は必要ありません。
１2月１２日
（木） ９
：
００～１１
：
００、
１３
：
００～１５
：
００
【問合せ】
１２月１５日
（日） １３
：
００～１６
：
００
千葉県行政書士会 長夷支部 無料相談会担当
【場所】公民館 ２階
【問合せ】公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７
行政書士 髙橋英彦 ＴＥＬ ０４７０－６２－５７７６

自衛官等を募集します

防衛省・自衛隊では、中学校等卒業予定者及び卒業者を対象とした「陸上自衛隊 高等工科学校生徒」及び「陸・
海・空自衛官候補生」
（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。
募集種目
推薦
陸上自衛隊
高等工科
学校生徒

応募資格

受付期間
(締切日必着)
１１月１日㈮
～１１月２９日㈮

試験期日（期間）
令和２年１月５日㈰～６日㈪の
うち指定される１日

令和２年４月１日
現在、
１５歳以上
１７歳 未 満の男
１次試験：令和２年１月１８日㈯
子で中学校等卒 １１月１日㈮
２次試験：令和２年１月３１日㈮～
一般 業 予 定 者 及 び
～令和２年１月６日㈪
２月３日 ㈪のうち指定
卒業者
される１日

自衛官候補生

１８歳以上３３歳
受付締切
未 満の方（ただ
令和２年１月６日㈪
し、入 隊 予 定月
の３カ月後の末日 令和２年１月２４日㈮
現在、
３３歳に達
している方は入 令和２年２月２１日㈮
隊できません。）

合格発表

入校

令和２年１月１６日(木)

令和２年
１次：令和２年１月２４日㈮ ４月上旬
２次：令和２年２月１４日㈮

待遇・その他
【身分】
特別職国家公務員「生徒」
（自衛官ではありま
せん。）
【生徒手当】
月額：
１０２,５００円を支給（平成３１年１月１日現
在）
期末手当：年２回
（６月、
１２月）
【教育】
生徒課程修了時に高等学校の卒業資格を取
得することができ防衛大学校等への受験資格
が得られます。

試験日（場所）
令和２年１月１１日㈯（松戸駐屯地）
令和２年２月２日㈰（木更津駐屯地）

令和２年
２等陸・海・空士に任用
試験後にお知らせします。 ３月下旬～４ 約３カ月の教育終了後、
月上旬

令和２年２月２９日㈯（習志野駐屯地）

【問合せ】
自衛隊茂原地域事務所（茂原市町保３－２１７シティビル２階） ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２
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これからもお元気で
長寿をお祝いする

敬老会

第６５回敬老会が１０月１１日（金）に公民館で
行われ、町内の７０歳以上の方が参加されました。
今年度、御宿町では７０歳以上の方が２，９５５
名、そのうち１００歳以上の方は１０名となってい
ます。
お祝いの式典が行われた後には、介護予防サポー
ターと町保健福祉課によるレクリエーションや歌の
他、今年もボランティアによる演芸が披露されまし
た。
たくさんの催し物が行われ、楽しい時間を過ごす
▲町内３団体による演芸が披露されました。 １日となりました。

砂浜でゴールを目指して力走！
御宿小学校 なぎさマラソン大会
御宿小学校全校生徒によるなぎさマラソン大会が
１１月６日（水）に中央海岸で行われました。
１年生は５００ｍ、２年生は６００ｍ、３・４年
生は８００ｍ、５・６年生は１ｋｍを全力で走りき
り、全員完走することができました。
児童や先生の他保護者の皆さんが応援に駆けつ
け、「がんばれー！！」と大きな声援が響き渡りま
した。
ゴール後には観光協会から伊勢えび汁が振る舞わ
れ、児童たちは美味しそうに食べていました。

御宿中学校柔道部

▲ゴールを目指して懸命に走りきりました。

田原嵩都さん
県新人柔道大会

優勝！！

千葉県中学校新人柔道大会が１０月１９日（土）に千
葉市で行われ、夷隅郡市の代表として御宿中学校柔道部
が出場しました。
た ばら しゅう と
男子個人戦９０ｋｇ級に田原 嵩 都（２年）さんが出
場し、５試合中４試合を一本勝ちという素晴らしい内容
の勝ち上がりで見事優勝し、千葉
県の頂点に立ちました。
▲御宿中学校柔道部の皆さん

田原嵩都さんのコメント
僕は今回県新人大会で優勝することができました。大会では厳しい試合
もありましたが、何とか勝つことができました。この優勝は先輩や同級生、
後輩の応援、先生や保護者の皆さん、地域の方々のご協力があったからこそ
だと思いました。これからも、もっと練習に励み、夏の総体では全国大会に
▲田原嵩都さん（左）
出場できるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いいたします。
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生き物に触れ、自然を親しむ
町内小学校５年生による自然観察会
御宿小学校、布施小学校５年生を対象とした自然観察会が１０月１６日（水）、清水川の上
流、高山田瀬張川橋付近で行われました。
この自然観察会は川辺の生き物を見て直接手で触れ、自然に親しみながら地域の自然環境保
護などについて学ぶことを目的としています。
当日は神奈川県の観音崎自然博物館や千葉県
の職員の皆さんが講師として参加してくださ
り、子どもたちと一緒に川に入り、捕れた生き
物について色々な話を聞かせてくれました。ま
た、高山田地域保全会の皆さんが観察場所を事
前に整備していただいたおかげで、子どもたち
は安全に学習することができました。
子どもたちが、目を輝かせ楽しそうに自然と
▲児童たちは興味を持って生き物を観察していました。 触れあっていたのがとても印象的でした。

収穫の喜びを味わう
こども園 さつまいも掘り
おんじゅく認定こども園の３歳児から５
歳児によるさつまいも掘りが１０月２８日
（月）、実谷にある畑にて行われました。
５月に園児たちが苗を植えた後、収穫まで
の間はおんじゅくベース グリーンクラブの
皆さんに手入れをしていただきました。園児
たちはさつまいもを沢山収穫し、「いっぱい
取れたー！」と喜んでいました。
後日行われる焼きいも会を楽しみにしてい
る様子でした。

▲軍手をはめ、さつまいもを掘り起こす園児たち

もしもの時に備えて
御宿中学校 ＡＥＤでの救急救命講習
御宿中学校３年生を対象とした救急救命講習が１０
月２８日（月）、御宿中学校で行われました。
役場産業観光課専門職員と国際武道大学の学生を講
師として、心肺蘇生法（人工呼吸、胸骨圧迫）やＡＥ
Ｄの使い方を実践しながら学びました。もしもの時に
備え、応急措置に対する知識や技能を習得する授業に
なりました。

▲生徒たちは真剣に講習を受講しました。

9

※AEDの設置情報は、千葉県HPでご覧
になれます。
URL https://www.pref.chiba.lg.jp/
iryou/ chiikiiryou/aed.html

地域おこし協力隊に

活動報告を聞いてみました！
地域おこし協力隊
■千葉県台風被災地支援活動
台風１５号、
１９号、
また２
１号に伴う記録的な豪雨の
千葉への被害は甚大で、身近
に被災された方も多く、胸が
痛みます。小さなことでも何
かできないかと、被災者に対
三次 恵美子
してゲストハウス宿泊の提供
や、
タコス屋台出店での収益の寄付、
SNSでの要望
を受けてのボランティア参加などの活動を行って
きました。今後は御宿でのチャリティマルシェの
開催により、
「房総を訪れることで被災地支援をす
る」という気運を高めたいと考えています。
■「世界一幸せな国 バヌアツ展」開催
１０月１７日～２３日の一週間、御宿町浜地区
にて「世界一幸せな国 バヌアツ展」を開催しま
した。（バヌアツ・ナバンガ ピキニニ友好協会
主催）物質的には決して恵まれていない生活を
送っているのに、な
ぜ世界一幸せとい
わ れ る の か 。講 師
の仲氏のお話に来
訪者も興味深く耳
を傾けていました。
▲バヌアツ展の様子

地域おこし協力隊

移住定住促進担当
今シーズンは、台風や大雨
など災害が多く落ち着かない
日々となりました。観光客数
も交通インフラが止まってし
まったことなどから大きく減
少しています。町全体として
大変でしたが、
御宿台秋祭りは
富樫 泰良
実行委員を務めさせていただ
き、
須賀地区の小神輿もお手伝いをいただく機会を
いただきました。実施するかしないか様々な葛藤は
あったかと思いますが、
参加された方々が「実施して
くれてよかった」
「元気出た」と話されているのを聞
いて、
地域行事の大切さを改めて実感しました。
さて、
グッドネイバーズでも台風等の影響でお休
みが続いていた朝活が再開しました。第１・第３水
曜日の朝７時から行っている勉強会ですが、
１１月
は毎週水曜日と
不定期でも開催
の予定です。ぜ
ひお気軽にグッ
ドネイバーズに
お立ち寄りくだ
さい。
▲須賀小神輿の写真
（交通警備やりながら撮りました）

多世代交流・生活支援・支え合い事業関係担当

この度の台風や大雨によ
り被害に遭われた方々に、心
よりお見舞い申し上げます。
千葉県では、各市町村で活
動する地域おこし協力隊の
メンバーが月に一回ほど自
発的に集まり、定例会という
宮嵜 勢太郎 形で情報交換を行っていま
す。
各地での被害状況やボランティアの受け入れ
状況などを情報交換する中で、お互いに助け合い
を行っています。
今後も横のつながりを大切にし、町民の皆さん
に還元できる
よう、人脈を広
げていきたい
と思います。

▲定例会の様子
（今月は南房総市にて行われました）

食欲の秋、
スポーツの秋、
読
書の秋…みなさんはどの秋を
思い浮かべますか？私は迷わ
ず…
“食欲の秋”です！
１０月の下旬には、
実谷の
畑で育てられたさつまいもの
収穫が、
おんじゅく認定こど
須藤 亜由美 も園の園児たちによって行わ
れました。小さな手で芋の茎
を持ち、
掛け声に合わせて引き抜いていました。大
きな芋を手にしては、
にっこりと嬉しそうな笑顔を
浮かべ、
芋がたくさん取れたよと教えてくれる子も
いて、
こちらも和やかな気持ちになりました。園児
たちはすぐに食べたい気持ちをおさえ、
焼き芋大会
を楽しみにしてい
るようでした。
御宿の小さな子
どもたちから、元
気をもらう１日で
した！
▲収穫のお手伝いをしました
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砂浜をきれいに！
ビーチクリーナーの導入
海岸のゴミを自動で回収できるビーチクリーナーが
納品され、御宿小学校なぎさマラソン大会前日の１１
月５日（火）に初稼働しました。
このビーチクリーナーは、１時間程度で約５０００㎡
の広さのごみ収集が可能です。
今後、年間を通して使用し、美しい砂浜の維持に取
り組んでいきます。

▲中央海岸の砂浜を清掃するビーチクリーナー

交通安全教育用資機材の贈呈式が行われました
交 通 安 全 教 育用資機材の贈呈 式 が
１０月２３日（水）、いすみ 警 察署で行
わ れ、一 般 社 団 法 人日本 損 害 保 険 協
会 からいすみ交 通 安 全 協 会に自転 車
シュミレータが受贈されました。
自転車シュミレータは、体験型で自転
車のルールを確実に楽しく学ぶことが
できます。
今後は、町内各小中学校で行われる
交通安全教室等の行事に取り入れ、自
転車による事故を未然に防ぐために活
用します。
▲いすみ交通安全協会長（右）に
使い方のマニュアルが渡され
ました。

▲自転車シュミレータ

「経済センサス‐基礎調査」を実施します
この調査は、我が国のすべての産業分
野における事業所の活動状態等の基本
的構造を全国及び地域別に明らかにする
とともに、事業所・企業を対象とする各
種統計調査の母集団情報を整備するこ
とを目的としています。
調査は、調査員が全国すべての事業所
の活動状態を実地に確認し、新たに把握
した事業所など一部の事業所には調査
票を配布することにより行います。
１２月から３月にかけて調査員が伺いますので、みなさまの調査へのご理解・ご回答をよろしくお願い
します。
問合せ 企画財政課 企画係 ☎︎６８－２５１２
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国保ワンポイント

11月は

ちば国保月間 です

千葉県では国民健康保険制度の啓発や保険税(料)の納付意識の高揚を図るため、県内市町村、国保
組合、国民健康保険団体連合会と共同で毎年11月を「ちば国保月間」と定めています。

大切な医療費の節約に心掛けましょう
緊急性の低い時間外受診はやめましょう

かかりつけ医をもちましょう

診療時間と決められている時間以外に受診す
ると、医療費も高くなります。緊急時以外は、
診療時間内にお医者さんにかかるようにしま
しょう。

かかりつけ医は、医療に関する最も身近な相
談相手です。病院にかかるときは、まず、かか
りつけ医に相談してみましょう。

生活習慣病を予防しましょう

健康診査等を受けましょう

年齢を重ねるに従い、高血圧症や糖尿病など
の生活習慣病を発症する方が増えています。食
生活や運動などにより生活習慣を改善すること
で生活習慣病は防ぐことができます。健診結果
を放置せず生活の見直しをしてみましょう。

定期的に特定健診を受け、健康を数値で確認
し、必要であれば特定保健指導を受け、病気の予
防や早期発見、治療している病気の重症化予防に
役立てましょう。また、町では短期人間ドック費
用助成も行っていますのでご利用ください。

ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品を利用することで自己負担を減らすとともに、医療費節約で医療保険制度の安
定にもつながります。利用について、お医者さんや薬剤師さんに相談してみましょう。
※希望する場合は、被保険者証と一緒にお渡しした「ジェネリック医薬品希望カード」をご利用くだ
さい。

国民健康保険税の納付は口座振替がおすすめです
国民健康保険税の納付を口座振替にすれば、納め忘れの心配がなくなり安心です。また、窓口
で納付する手間が省けますので、是非ご利用ください。

【 口座振替ができる金融機関 】
千葉銀行・いすみ農業協同組合・房総信用組合・
千葉県信用漁業協同組合連合会・ゆうちょ銀行（郵便局）
※口座振替依頼書が各金融機関に用意してありますので、通帳及び通帳届出印をご持参の
うえ、手続きしてください。
口座振替申込が役場でもキャッシュカードで簡単に登録することが可能になりました。詳細は
４ページを参照してください。
問合せ

（給付・資格に関すること）
（税金に関すること）

保健福祉課
税務住民課

保健事業班
税務班

☎６８－６７１７
☎６８－６６９２
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ま ちのうごき

12月

9:30～13:30

1

日 ●親と子の料理教室

2

月

3

火

4

水 ●健康づくり教室すこやか 13:00～16:00 保健

5

木

6

金 ●健康運動教室

7

土

8

日 ●消防団防火デー

9

月

保健

●介護保険料第５期納期限
●後期高齢者医療保険料第５期納期限

14:00～15:00

B&G

●文化体験プログラム
「かぎ針の簡単帽子作り体験」13:30～15:30 公民

こども園

●健康づくり教室すこやか 13:00～16:00 保健
11 水 ●文化体験プログラム
「着付け体験」13:30～ 15:30 公民
12 木
14:00～15:00

B&G

男 ３，
５３４ 女 ３，
９１０

貯水量

548,000㎥

世帯数 ３，
６９５

貯水率

94.6％

（令和元年10月31日現在）

（令和元年11月5日現在）

●慶弔

●町浄水場の水質検査

出生 ２ 死亡 ９

放射性物質の検査は３ヶ月に

（令和元年10月届出）

１回となりました。

●交通事故発生状況

●エビアミー号利用状況
乗車人数 ４０３人

負傷者数 １４

（令和元年10月中）

（平成31年1月1日～10月31日）●ふるさと納税寄附受付
●御宿分署の出動状況
寄附件数 ５６９件
火災発生件数

０

寄附総額 １,５７５万１千円

救 急 件 数 ３６

（令和元年10月末日現在）

（令和元年10月中）

14 土
15 日 ●サンデーオープン

9:00～12:00

16 月

俳句愛好会
【おんじゅく俳壇】

17 火
18 水 ●健康づくり教室すこやか 13:00～16:00 保健

さざんか

安岡

敲

信子

西川
百
聖成けさ子
松田 栄範

こえ

かき

み

きょう

そら

し

あき

ふゆ ぎん が
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御宿町

か

い

あき

き み

オール電化

あ す

とど

のこ

あきふか

へんこうふゆきた

たの

武夫

保健：保健センター 公民：公民館
B&G：B&G海洋センター 御児：御宿児童館

やれはす

敗蓮や明日は刈られる身を知らず
あなまど
ある
かい
れつみだ
穴惑ひ歩こう会の列乱し
かれぎく
し かい
ほ はば
せま
枯菊や視界も歩幅も狭くなり

石橋

つつがな

恙無くここまで生きて今日の秋

たいがん

うしな

失ひし「ひと」「もの」はるか冬銀河

山下

松村美津子

ろうおく

良子

陋屋に残る柿の木実一つ

対岸の届く声あり秋の空

愛

なおかた

おと

永谷

お

アラームの音を変更冬来る

範義

昌子

む か ご い

庄司

さと さ ざ ん か め

かく

井出

ひな

ざるあな

老いて尚語らひ楽し秋深し

ふる

鄙の里山茶花愛でるをとこをり

にじ

ころも が

菊池

はまふた え

ふく

佐野志保子

ふゆ

き

古き笊穴を隠して零余子入れ

泰久

らいねん

李

山口美絵子

はばか

すみ か

冬の浜二重の虹がかかりけり

来年は着られぬ服の衣替え

ね まちつき

寝待月あくび憚るしじまかな

風花

つい

31 火

俊康

30 月 ●可燃ごみ特別収集

近藤

29 日

岡本

28 土

としわす

27 金

つき

●つくしくらぶ 13:30～15:30 こども園
26 木 ●月の沙漠記念館企画展「加藤まさを展」
（令和2年2月11日まで）

ご ぜん

●介護保険料第６期納期限
●後期高齢者医療保険料第６期納期限
25 水 ●国民健康保険税第６期納期限
●固定資産税第４期納期限
●歳末夜警（31日まで）

み

●サンタクロース訪問事業
「サンタが家にやってきた！！」

あお

23 月

さるすべり終の棲家も十五年

22 日 ●町民清掃

仰ぎ見る午前の月や年忘れ

B&G

◉敗蓮＝葉の破れた蓮

14:00～15:00

21 土

◉穴惑＝秋の彼岸を過ぎても冬眠しない蛇

20 金 ●健康運動教室

とうみん

今月の兼題【 冬眠・山茶花】
◉陋屋＝粗末な家

19 木

24 火

●ダムの貯水状況

発生件数 １０ 死者数 １

10 火 ●乳幼児相談 13:30～15:00

13 金 ●健康運動教室

●人口 ７，
４４４ (▲２０)

ぼくの夢 わたしの夢
人のための仕事
御宿中学校
まめ だ

「身近」な存在に

３年

ゆう や

豆田 優弥

御宿中学校
よし だ

さん

私の 夢 は、医 療 関 係 の 仕事 に 就くことで
す。
私のそばには家族、友だち、先生や地域の
方々という手を差し伸べてくれる「身近な存
在」がいます。みんないつも助言し、私の背中
を優しく押してくれます。私も悩んでいる人、
苦しんでいる人たちに寄り添い、優しく接して
心を開くことができる「身近」な存在になりた
いと思っています。そのためにも、今やるべき
ことをやって前へ進んでいきたいです。

僕はまだ将来の夢が決まっていませんが、
人のために働ける仕事がしたいと思っていま
す。
僕は、小学校の頃から野球をやっていて、
一度肩を壊してしまいました。その時行った
病院の理学療法士の先生とリハビリをしてい
る内に肩が少しずつ治っていき、ボールを投
げることができるようになりました。その時
の喜びを他の人に感じさせてあげられるよう
な仕事を選びたいと思っています。

おすすめ
レシピ

３年

吉 田 彩葉

さん

ヘルスメイトと
管理栄養士の

いろ は

御宿町食生活改善会（ヘルスメイト）は、町との協働により減塩や
バランスの良い食事などをテーマとした健康づくりのための啓発活動
を行っています。
簡単に作ることができる「おすすめレシピ」を掲載しますので、参考
にしてください。

分）
材 料（４人

鮭のホイル蒸し
今回のレシピは旬の秋鮭と野菜、
きのこ類をみそマヨネーズで味付け
した食物繊維たっぷりのヘルシーな
料理です。

作り方

保健福祉課

福祉介護班

・しめじ………80ｇ
・マヨネーズ…大さじ4
・みそ…………大さじ1弱
・アルミホイル…4枚
（付け合わせ）
・レモン…………1/2個

１人分の栄養価
・エネルギー … 203kcal ・塩分 ……… 1.0ｇ
・たんぱく質 … 15.7g
・食物繊維 … 2.9g
・脂質 ………… 12.1g

❶生鮭に酒をふっておく。
❷玉ねぎは薄くスライスし、人参は千切り、ピーマ
ンは種を除き千切りにする。
❸えのきたけとしめじは石づきをとり、軽く水洗
いした後、適当な大きさに裂き、えのきたけを
半分の長さに切っておく。

問合せ
発
住

・生鮭…………4切
・酒……………大さじ2
・玉ねぎ………1/3個
・人参…………40ｇ
・ピーマン……1個
・えのきたけ…80ｇ

❹みそとマヨネーズを混ぜておく。
❺アルミホイルを適当な大きさに切り、玉ねぎを真ん中に
敷き、その上に鮭をのせ、みそマヨネーズを塗る。
❻❺の上にえのきたけ、しめじ、人参、ピーマンをのせる。
❼蒸気のあがった蒸し器で２０分間蒸す。
❽皿に盛り付け、
レモンを添える。

☎68−6716（管理栄養士

上野

千晶）

行：御宿町 令和元年11月25日
（月）／発行責任者：御宿町長 石田 義廣／編集：企画財政課／電話：0470−68−2511（代）
所：〒299－5192 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522／ホームページ：http://www.town.onjuku.chiba.jp/
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