
 

ダイオキシン類測定結果について 
平成２５年度に実施したダイオキシン類の測定結果について

お知らせします。結果はいずれも基準値以内でした。 

※ｎｇ（ナノグラム）は、１０億分の１グラム。 
※ｐｇ（ピコグラム）は、１兆分の１グラム。 
【問い合わせ】町清掃センター ＴＥＬ ６８－４６１３ 
 

交通事故巡回相談 
 交通事故相談所の巡回相談を以下の日程で実施します。相
談料は無料です。お気軽にご利用下さい。 
【日時】６月１０日（火）１０：００～１５：００（受付は１４：３０まで） 
【場所】役場２階 相談室 
【相談内容】示談・賠償額の算出・自賠責保険の請求の方法等 
【申込方法】５月３０日（金）までに総務課防災総合対策班へお

電話ください。 
【問い合わせ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 
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救急法講習会の開催について 
町Ｂ＆Ｇ海洋センターでは次のとおり救急法講習会を行いま

す。受講料は無料です。いざという時のために、緊急時の対処
法やＡＥＤの使い方を習得しましょう。 
【日時】６月２１日（土） ９：００～１２：００ 
【場所】町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 
【講師】夷隅広域消防署員 
【申込】６月６日（金）までに町Ｂ＆Ｇ海洋センターへお電話くだ

さい。 
※講習修了者には、修了証が交付されます。講習修了証をお

持ちの方は、申込時に番号も連絡ください。 
【申込・問い合わせ】町Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ６８－４１４３ 
※AED は町公民館、Ｂ＆Ｇ海洋センター等に備えてあります。 
 

家庭教育相談開設について 
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

受け付けています。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】５月１５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 
 

「夷隅の魅力」を体験！ 
特別列車「チーバくん号」と「夷隅の食と音楽」 
 夷隅地域２市２町のキャラクターとチーバくんが登場し、夷隅
地域の魅力を一緒に体験できます。いすみ鉄道の乗車体験
や、ＢＯＳＯ娘のステージイベント、勝浦タンタンメンをはじめとす
る夷隅の食コーナーなど子供から大人まで楽しめます。 
【開催日・会場】６月１５日（日）大多喜町役場駐車場ほか 
       ※イベントによって会場、集合場所等が異なります。 
【イベント情報】①特別列車 チーバくん号の旅、②ボンネットバ

スツアー、③大多喜町城下散策ツアー、④県民の日
メイン会場（ステージイベント、夷隅郡市の地元グルメ
が大集合「夷隅の食コーナー」）、⑤交通安全体験、
健康チェック、ミニ鉄道体験乗車 

★①～③は事前に申し込みが必要です。なお、応募者多数の
場合は抽選となります。 

【申込方法】 
・往復はがきまたは FAX 

４名までの住所、氏名、年齢、電話番号及び参加希望イ
ベントを明記のうえ、申し込みください。※どちらも返信先
宛名を必ず記入してください。 

・ちば電子申請サービス（パソコン・携帯電話から） 
http://www.shinsei.elg-front.jp/chiba/ 

【申込期間】５月１２日（月）～６月１日（日）必着 
【申込・問い合わせ】〒２９８－０２１２大多喜町猿稲１４ 

千葉県夷隅地域振興事務所 地域振興課 
ＴＥＬ ８２－２２１１ ＦＡＸ ８２－４１６４ 
ＨＰ http://www.pref.chiba.lg.jp/  

kc-isumi/event/26/kenminnohi.html 

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★ 
 

振り込め詐欺にご注意ください 
 厚生労働省や後期高齢者医療広域連合、市町村などの職員を
名乗り「納めすぎた保険料を還付します。」、「医療費を支給しま
す。」などと偽り、お金を振り込ませようとする不審な電話や詐欺
が多発しています。 
 町保健福祉課や千葉県後期高齢者医療広域連合では、保険
料の還付や高額療養費などの受取りのため、金融機関等のＡＴ
Ｍ（現金自動預け払い機）の操作を求めることはありません。ま
た、保険料の還付や高額療養費などの支給の決定は、必ず郵送
で通知します。 
 不審な電話や訪問があった場合は１人で判断せず町保健福祉
課または千葉県後期高齢者医療広域連合までご相談ください。 
【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ６８－６７１７ 

千葉県後期高齢者医療広域連合 総務課 
ＴＥＬ ０４３－２１６－５０１１ 

行政区新役員について 
 新しい区役員が決定しましたのでお知らせします。（敬称略） 
【問い合わせ】総務課行政班 ＴＥＬ６８－２５１１ 
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松くい虫防除の実施について 

松林を守るため、千葉県では薬剤散布による「松くい虫」防除を実施します。 
皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

【実施日時】５月２７日（火）・２８日（水） 
        予備日：５月２９日（木）・３０日（金） 
【散布時間】４：００～６：４５、８：１５～１２：００ 

終了は、町防災無線でお知らせします。 
※雨天・強風の場合は順延となります。作業については、１日で終了する可能性があります。 

作業中、風が強くなった場合、作業を一部延期する場合があります。 
【実施区域】六軒町・須賀地区の一部（地図参照） 
【注意事項】散布中は、散布区域付近の通行は避けてください。 

万一、体調を崩された場合は、夷隅健康福祉センター（ＴＥＬ ７３－０１４５）またはお近くの医療機
関にご相談ください。 

【問い合わせ】千葉県南部林業事務所 森林管理課 
ＴＥＬ ０４－７０９２－１３１８ 

 

平成２６年度森林病害虫等防除法に基づく 

     松くい虫防除の為の薬剤散布区域 

 

実施区域 

六軒町 

須賀 
多目的広場 

ウォーター 
パーク 

月の沙漠 
記念館 

 

学校図書ボランティアを募集します 
御宿中学校の図書室で、本の整理や来室者の対応を行うボランティ

アを募集しています。特別な資格や経験は必要ありません。あなたの
力を、中学生や地域のために役立ててみませんか。 

ご協力いただける方は、町教育委員会へご連絡ください。 
【期間】平成２６年５月～平成２７年３月中旬 
【日時】毎週月曜日 １３：３０～１５：００ 

※ご都合のつく日だけでもかまいません。 
【場所】御宿中学校図書室 
【仕事内容】①図書の整理 

（ラベル貼り、本棚の並べ替え、データ入力） 
②図書の修繕（テープを貼るなど簡単な作業です。） 
③廃棄本の梱包 
④来室者への対応 

【参加申込・問い合わせ】御宿町教育委員会 ＴＥＬ ６８－２５１４ 

 

千葉県 
歯・口の健康啓発作文・標語コンクール 

募集について 
８０歳で２０本の歯を保つことを目標とした歯の健康づくりの知識の普及

啓発のため、正しい歯科疾患（むし歯及び歯周疾患）の予防に関する作
品を募集します。 
【共通内容】①内容は、口腔全体の健康に関するもの 

②応募作品は、創作で未発表のもの 
③著作権は主催者に帰属し、応募された作品は原則として

返却しません。 
④応募作品は、広報用として広く活用します。 

（在住または在勤市町村、学校名、氏名等を公表予定） 
【作文対象者】御宿町に在住・在勤している２０歳以上の方 
【作文について】４００字詰め原稿用紙５枚以内とし、題名・住所・氏名・

年齢・職業、電話番号を明記してください。 
【標語対象者】御宿町に在住・在勤・在学している方 
【標語について】・用紙の指定はありません。 

・特定の歯科用品名・商品名は記載しないでください。 
・「虫歯」ではなく、ひらがなで「むし歯」と記載してくださ

い。 
・住所・氏名・電話番号を明記してください。 

【提出締切】５月３０日（金）（郵送の場合は当日消印有効） 
【提出・問い合わせ】〒２９９－５１９２御宿町須賀１５２２ 

御宿町役場 保健福祉課 保健事業班 
ＴＥＬ ６８－６７１７ 


