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■姉妹都市クエルナバカ市を訪問して … Ｐ２〜Ｐ３
■第 25 回大多喜町消防操法審査会開催 … Ｐ４〜Ｐ５
■無人へリコプターによる
水稲航空防除を実施します……… Ｐ７
■けんこうカレンダー ………………… Ｐ 1 ６

▲セレモニーがスタート
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の訪問が日程の大部分を占めま
すので、公募には適さないと判
断し、町議会の野村賢一議長と
町国際交流協会の高梨茂会長に
同行していただき、 月 日か
ら 日までメキシコ合衆国を訪
問しました。

１日目

5

月 日メキシコシティに到着後、
直ちにクエルナバカ市へ向かい、休む
間もなく第 回全国日系人大会のウェ
ルカムパーティーに参加しました。こ
のパーティーは、モレロス州主催によ
るもので、私達はステージ上に案内さ
れ、それぞれ自己紹介し、代表して大
多喜町の紹介や今回の訪墨の目的を話
すことができました。このパーティー
では、モレロス州のラミロス知事、在
メキシコ日本国大使館の高瀬大使、
（社）日墨協会の和久井会長他、メキ
シコで活躍されている多くの日本人や
日系人の方と話す機会があり、日本
から来た私達を温かく迎えてくれま
した。
3

14

翌日クエルナバカ市を公式訪問しま
した。高瀬大使ご臨席のもと、市の関
係者、市民、
（ 社 ） 日 墨 協 会 や（ 社 ）
モレロス日系会の会員、報道関係者の
見守る中で、姉妹都市提携 周年をメ
インテーマとした厳粛なセレモニー

２日目

5

▲クエルナバカ市での甲冑の展示状況等

40

▲クエルナバカ市からの記念品
町からは閉会式で甲冑を贈呈

40

が開始されました。大多喜町訪問者
の紹介、市会議員の出席確認、議題
の承認、両国の国歌斉唱、双方から
の挨拶や記念品の贈呈が行われまし
た。姉妹都市提携 周年を迎え、多
くの分野で、年齢人種を問わず交流
に参加し、全員で一緒に絆を深め、
持続できる交流の仕方をつくり上
げ、 周年を迎えたこの関係が更に
続き、現在よりも力強 く 成 長 す る こ
とを相互に確認しました。

▲セレモニー出席者（高瀬大使、飯島町長、
デニス市長代理、両市町の関係者）
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姉妹都市クエルナバカ市を訪問して
日目

日目

大多喜町は、１６０９年に御宿沖
で難破したドン・ロドリゴ一行を大
多喜城主本多忠朝が手厚くもてなし
た史実が縁となり、メキシコ合衆国
モレロス州のクエルナバカ市と姉妹
都市協定を締結しています。
本年は、協定を締結して 年を迎
える年ですが、両市の交流は、町国
際交流協会が主催して平成 年に訪
問して以来、交流がありません。お
城まつりでは、ドン・ロドリゴ役を
公募し、在日メキシコ大使館の大使
や大使館職員との交流会を開催して
交流を深めていますが、クエルナバ
カ市との交流は、大多喜町から 回
の訪問しかなく、先人が築いてくれ
た姉妹都市との交流を憂慮していま
した。
そんな折、昨年 月に社団法人日
墨協会の和久井会長ほか 名の方が
町を訪れ、隔年で開催し、 回目を
迎える全国日系人大会を来年クエル
ナバカ市で開催するので、町長にぜ
ひ参加していただきたいと要請があ
りました。
突然の要請でしたが、クエルナバ
カ市と交流を深める絶好の機会であ
り、過去の訪問同様に訪問団で訪問
することを検討しましたが、今回の
訪問は姉妹都市交流をこれから活性
化させることが最大の目的で、全国
日系人大会へ参加しながらクエルナ
バカ市への公式訪問や関係団体等へ

3

40

▲飯島町長の挨拶

40

16

7

14

▲モレロス州主催の全国日系人大会
で挨拶する飯島町長
▲デニス市長代理の挨拶

1
2

日目

・4

5
▲日墨協会を表敬訪問

▲プレートの除幕式参加者：テミスコ（旧荘園）

日目

なお、町からは全国日系人大
会終了後、手作り甲冑をクエ
ルナバカ市へ贈呈することを約
束し、セレモニーが終了しまし
た。
午 後 は 、 テ ミ ス コ（ 旧 荘 園 ）
において、
（社）日墨協会主催に
よるプレートの除幕式と記念植
樹に参加しました。プレートに
は、１９４１年の太平洋戦争開
始から１９４５年戦争終結まで
の間、メキシコの日系人にも財
産没収、収容生活が襲い、１９
４３年に日系社会自らがテミス
コ荘園を購入し、約５７５名が
監視下のもと集団生活を開始し
た場所で、テミスコ荘園での
年半の集団生活は「テミスコ学
園」まで開校し生徒 名の日本
語学校教育まで成し遂げた。日
墨修好通商条約締結から１３０
周年にあたり全国日系人の代表
は、両国の平和、繁栄、友好の
歴史を築くことをここに誓うと
刻まれ、戦争時の日系人の悲
劇の時代を体験した苦労（苦
闘 ）、 そ し て 地 元 民 の 真 心 、 日
系人の団結をうかがうことがで
きました。

３日目
5

知らず」を振る舞いました。多
くの市民や日系人の方が訪れ、
タケノコをつまみに振る舞い酒
を楽しんだり、手作り甲冑の兜
をつけて記念写真を撮影したり
する子供や大人で賑わいまし
た。
夕方にはクエルナバカ市主催
による閉会式に出席し、ステー
ジ上で手作り甲冑一領をクエル
ナバカ市に贈呈しました。

４日目・５日目

月 日、 日は、タスコの
サンタプリスカ教区教会や教
会下に広がる市場、メキシコシ
ティの国立人類学博物館等の視
察、（社）日墨協会と高瀬大使を
訪問してお礼を述べ、慌ただし
い 日間の行程が終わり帰国の
途につきました。

5

5

6

7

今回の訪墨は、
（社）日墨協会
の皆様のご協力によりクエルナ
バカ市との公式訪問が実現し、
また全国日系人大会に参加させ
ていだだいたことで大多喜町を
紹介する機会にも恵まれ、メキ
シコで活躍されている日系人、
日本人、そしてクエルナバカ市
民と交流することができまし
た。お城まつりに来日したいと
いう話もいただき、今回の訪問
が姉妹都市交流の礎となり、交
流が一層活性化することを期待
しています。
大多喜町長 飯島 勝美
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3
月 日は、チャプルテペッ
ク公園で開催される日本祭り
に参加し、町を紹介するパネル
と手作り甲冑を展示し、パンフ
レットの配布、タケノコの加工
品の試食、そして日本酒「負け
5

▲大多喜町のブースでPR 活動
▲クエルナバカ市主催の閉会式
で手づくり甲冑を贈呈
▲義援金の贈呈（目録）

3
▲在メキシコ日本国大使館高瀬大使を表敬訪問

5月20日（日）、多目的広場で第25回大多喜町消防団消防操法審査会が開催され、各隊とも練習の成
果を発揮し機敏な動作を見せていました。
結果は昨年に続き、ポンプ車操法の部・小型ポンプ操法の部ともに第1分団第1部が最優秀賞を獲得し
ました。同部は6月17日に第51回公益財団法人千葉県消防協会夷隅支部消防操法大会に出場しました。

第１分団第１部へインタビュー
第１分団第１部へインタビュー

正木分団長
第1分団全団員が一致団結し、日々の訓練成果を発揮することができました。その結果、2年連続4度
目の両隊ともに最優秀賞を獲得することができ大変嬉しく思います。これも、ご家族や老川地域住民の
方々のご協力があってのものです。今回の結果に満足せず、支部大会でも両隊が最優秀賞を獲得できる
よう日々努力を重ねていきたいと思います。今後とも応援宜しくお願いします。目指せ！！ ダブルで
県大会出場！！
ポンプ車 小倉部長
団員全員が一致団結して訓練した結果、2年連続のダブルで最優秀賞をとることができ、大変嬉しく
思っています。また、家族のご理解と協力があってこそ成し遂げられたと思います。支部大会に向けて
家族愛・夫婦愛・郷土愛を胸に更に一致団結し、第1分団初のダブル優勝を目指します。
小型ポンプ 菅野副部長
団員の消防に対する熱意、努力、そして家族の支えがあってこその優勝だと思っています。目標の県
大会出場を目指し、より一層厳しい訓練を耐え抜き、一致団結して最優秀賞を勝ち取りにいきます。応
援よろしくお願いいたします。
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＜団体表彰＞
【ポンプ車操法の部】
最優秀賞 第１分団第１部（筒森、大田代、小田代、葛藤）
優秀賞
第４分団第１部（柳原、西部田、上原）
敢闘賞
第５分団第３部（台、高谷）
【小型ポンプ操法の部】
▲団体最優秀賞を獲得した第１分団第１部
最優秀賞 第１分団第１部（筒森、大田代、小田代、葛藤）
【ポンプ車操法の部】
優秀賞
第５分団第２部（小土呂）
敢闘賞
第２分団第３部（平塚、湯倉、小苗、松尾、
庄司、弥喜用、百鉾）
努力賞
第１分団第２部（面白、小沢又、粟又、会所）

＜個人表彰＞
【ポンプ車操法の部】
・指揮者 第１分団第１部
・１番員 第１分団第１部
・２番員 第１分団第１部
・３番員 第４分団第１部
・４番員 第１分団第１部

小倉元春
四倉 敦
中村和也
猿田有洋
佐川晃一

【小型ポンプ操法の部】
・指揮者 第１分団第１部
・１番員 第１分団第１部
・２番員 第１分団第１部
・３番員 第５分団第４部

福嶋岳夫
黒川正裕
古安裕介
末吉正和

▲団体最優秀賞を獲得した第１分団第１部
【小型ポンプ操法の部】

▲個人表彰【ポンプ車操法の部】 ▲個人表彰【小型ポンプ操法の部】

大雨や台風の気象情報に注意して早めの防災対策・避難行動を行いましょう
初夏から秋にかけては、台風や前線の影響で、大雨、洪水、暴風による自然災害が発生しやすい季節
です。
近年でも顕著な災害を起こしたものだけでも、平成23年台風12号による大雨、平成26年8月豪雨、
平成27年関東・東北豪雨、平成28年台風第10号による大雨などの風水害がいくつも発生しました。
災害から身を守るために時間を追って段階的に発表される「注意報」や「警報」などの防災気象情報
を有効に活用し、早め早めの防災行動をとりましょう。
○ここがポイント事前の備え
家庭内では
・気象情報に十分注意しましょう。
・状況によって、遠出や外出は中止しましょう。
・勤務先にいる家族などと連絡をとり、非常時に備
えましょう。
・防災関係機関等の広報をよく聞いておきましょう。
・家財道具・食料品など生活に欠かせないものを安
全な場所に移動しましょう。
○問合せ
5

総務課

消防防災係
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☎82－2111

用意しておくものは
※備蓄の目安（人数分用意しましょう。）
・飲料水 3日分（1人1日3リットル）
・非常食 3日分の食料として、ご飯（アルファ
米など）、ビスケット、板チョコ、乾パンなど
・懐中電灯や正しい情報を聞くためにもラジ
オの用意をしましょう。
（予備の電池も用意しましょう。）

大多喜～羽田空港・品川間高速バス
羽田空港が便利です！
！
大多喜～羽田空港・品川間高速バス（品川線高速バス）について、今月は東京側の乗降場所になっている『羽
田空港』と『品川』のうち、『羽田空港』からの交通アクセスについてご紹介します。
大多喜からの高速バスが初めに到着する羽田空港（国内線ターミナル）は、国内線・国際線の航空路線のほ
か、電車（東京モノレール、京急線）、高速バスも発着しており、羽田空港を起点にして、国内外各地へ行くこ
とができます。
また、東京モノレール、京急線、高速バスは、国内線ターミナルビル内に乗り場があるため、品川線高速バス
を降りてから天候を気にすることなく乗り換えできます。
羽田空港を活用して、もっと楽に、色々な場所へ行ってみませんか。

＜ 羽田空港フロアガイド ＞
第1ターミナル

※品川線高速バスの降車場所は2階出発
ロビーです。また、乗車場所は、1階
到着ロビーの12番バス乗り場です。
（第1・第2ターミナル共通）

１階

地下 1 階

（改札地下2階）

第 2ターミナル
１階

地下 1 階

（改札地下2階）

羽田空港からのアクセス情報

（改札地下2階）

①東京モノレール
乗り場：国内線ターミナルビル地下１階
行 先：浜松町駅方面行き
運行本数：数分おきに発着
問合せ：東京モノレールお客様センター
☎03－3374－4303
②京急線
（都営浅草線、京成線、北総線直通）
乗り場：国内線ターミナルビル地下２階
行 先：都心（品川・新橋・日本橋・
浅草方面）
・成田空港方面、
横浜方面
運行本数：数分～約１０分おきに発着
問合せ：京急ご案内センター
☎03－5789－8686
③リムジンバス
乗り場：国内線ターミナルビル１階
到着ロビー
方 面：東京（東京スカイツリータ
ウン、東京ビッグサイト、
渋谷駅など）、神奈川（横浜
駅、山下公園、赤レンガ倉
庫、箱根湯本など）、埼玉
（さいたま新都心駅、大宮
駅など）、長野（軽井沢な
ど）、山梨（甲府駅など）、
静岡（御殿場）、など
問合せ：京急高速バス座席センター
☎03－3743－0022
リムジンバス予約・案内センター
☎03－3665－7220
○問合せ 企画課交通政策係 ☎８２－２１１２
広報おおたき No.598
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無人ヘリコプターによる
水稲航空防除を実施します
良質米の生産を効率的に行うため、薬剤飛散の少ないラジコン操作による無人ヘリコプターを使用した水稲航
空防除を実施します。防除予定地域および周辺の方々は、次のことに十分注意していただきますようご協力をお
願いします。
○実施日 ７月１９日（木）、２０日（金）
○防除開始予定時刻 午前5時頃から
天候不順により当日実施できない場合は順延となりま
す。
（防災行政無線と広報車により放送します。）
○実施地域
19日 西畑地区：笛倉・小内・百鉾・平塚
総元地区：黒原・三又・久我原
上瀑地区：横山・台・田代
20日 総元地区：石神・大戸・部田・堀之内・八声
大多喜地区：西部田
上瀑地区：小土呂（市部を除く）・高谷・峯之越
○対象病害虫 イモチ病・もんがれ病・カメムシ類
○使用農薬 アミスタートレボンＳＥ
【実施当日のお願い】
＜公衆衛生について＞
・監視員の指示に従い、散布地域には入らないでく
ださい。
・自宅周辺で散布が行われているときは、屋外に出
ないようにしてください。
・洗濯物を屋外に出さないでください。
・池で金魚などを飼っている場合は、水をかけ流す
か、覆いをするなどの対策をしてください。
・散布日には、水田用水を止めておいてください。
・散布終了後、すぐに水田に立ち入らないでくださ
い。
・児童、生徒については散布終了後、防災無線を聞
いてから登校してください。
＜車両などについて＞
・散布中やむなく通行する場合は、監視員の指示に
従ってください。
・散布中は、区域内及び周辺道路に駐車しないで車
庫に入れるか、シートで覆ってください。
・万が一、農薬が付着したときは、早急に洗い流し
てください。
＜家畜類飼育農家・養蜂家の方へ＞
・農薬が付着したと思われる草は、21日間、与えな
いでください。

・蜜蜂群はなるべく事前に散布地区外に移動してく
ださい。やむなく定着する場合は巣門を閉める
か、シートなどで覆いをするなどの対策をしてくだ
さい。なお、蜂箱内の温湿度に注意してください。
【万が一、人体に農薬がかかったと思われる場合】
＜目＞
・すぐにきれいな水で最低15分間洗浄したあと、眼
科医の手当てを受ける。
・コンタクトレンズを使用している場合は、固着し
ていない限り、取り除き洗浄する。
＜皮膚＞
・汚染された衣類、靴などを速やかに脱ぐ。
・付着した農薬を拭き取るか、あるいは水で洗い流
してから石鹸を使ってよく洗い落とす。
・外観の変化があり、痛みが続く場合には、医師の
手当てを受ける。
＜吸入＞
・直ちに空気の新鮮な場所に移動し、速やかに医師
の手当てを受ける。
航空防除により農薬がかかってしまい、医師の診
察を受ける場合は、役場産業振興課へお知らせくだ
さい。

○防除当日実施本部
７月１９日、２０日いずれも旧総元小学校を予定しています。
○問合せ 大多喜町航空防除協議会（役場産業振興課内） ☎82－2176（内線271）
夷隅郡市植物防疫協会 ☎62－2421
7
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労働保険の年度更新について

労働保険料の申告・納付はお早めに
期間は平成３０年６月１日（金）から平成３０年７月１０日（火）まで
事業主のみなさまへ
千葉労働局
年度更新の手続きは、平成２９年度の概算保険料を清算する「確定申告」と平成３０年度
の見込み保険料（概算保険料）を申告するものです。
申告・納付は、当局労働保険徴収課、各労働基準監督署または最寄りの金融機関を通じ
て、お早めに手続きしてください。
なお、保険料の申告には電子申請を、納付には口座振替をご利用頂くと便利です。
千葉労働局 年度更新お知らせページ
ホーム＞ニュース＆トピックス＞トピックス＞２０１８年度＞平成３０年度の労働保険の
年度更新手続きについて
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/news_topics/topics/2018_20120413_00002.html
問合せ
ご不明な点がありましたら、千葉労働局労働保険徴収課（☎043－221－4317）まで
お問合せください。

海洋センターのプールがオープンします
期間：７月１日（日）から８月３１日（金）まで
夜間のプールは、期間中の毎週木曜日と土曜日です。
時間：午前９時～１１時５０分／午後１３時～１６時５０分／夜間１７時３０分～２１時
料金
時 間
区 分
大多喜町住民
大多喜町住民以外
中学生以下１人
５０円
２００円
午 前
その他１人
１５０円
３００円
中学生以下１人
５０円
２００円
午 後
その他１人
１５０円
３００円
夜 間
１６歳以上のみ
２００円
４５０円
※団体料金は、海洋センターへ直接お問い合わせください。
注意事項 ①小学校２年生以下のお子さんは１人で遊泳できません。
必ず保護者がプールサイドで付き添いをお願いします。
②遊泳中は、水泳帽子を着用してください。
③Ｔシャツ等を着用しての遊泳はできません。
ラッシュガードの着用は遊泳可能です。
④メガネをかけての遊泳、ネックレス類を付けての遊泳はできません。
⑤おむつを付けている乳幼児は、プールサイドに設置してある家庭用プールをご利用
ください。水遊び用パンツ（おむつ）を付けていても大プール，小プールでの遊泳
はできません。
問合せ 海洋センター ☎82－2462

10月13日（土）・10月14日（日）大多喜お城まつり開催
大多喜お城まつり実行委員会では、第44回大多喜お城まつりの開催に向けて準備を進めています。
皆様の御理解と御協力をお願いします。
開催日 10月13日（土）前夜祭（光アート展など）
10月14日（日）本祭（武者行列、パレードなど）
※前夜祭、本祭どちらも悪天候などの理由で実施できない場合は、
延期ではなく「中止」となります。
問合せ 大多喜お城まつり実行委員会事務局（役場産業振興課内）
☎82－2176
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度
0年
3
平成 の日
県民 行事
地域
夷隅

ククイズ＆スタンプ
夷隅ワクワ
ラリー

隅フォトキャンペ
県民の日夷
ーン

① 夷隅ワクワククイズ＆スタンプラリーについて
夷隅地域の14の観光スポットにクイズやチーバくんスタンプを設置します！クイズの正解やスタンプ
の数に応じて抽選で、103名様に夷隅地域への宿泊券や特産品、チーバくんグッズなどをプレゼントしま
す。台紙はクイズ及びスタンプ設置場所や夷隅地域振興事務所ＨＰ等から入手できます。
○クイズ及びスタンプ設置期間
平成30年6月15日（金）
～8月31日（金）まで
○クイズ及びスタンプ設置場所
海の博物館、
農産物直売所なのはな、
大多喜城分館、
月の沙漠記念館など、
夷隅地域
（勝浦市、いすみ市、
大多喜町、
御宿町）の観光施設 全14箇所。
○応募方法について
応募に必要な数のクイズの回答やスタンプを集めたら、応募はがきに必要事項を記入し、切手を貼付
の上郵送してください。
（クイズの回答とスタンプ併せて２つから応募可能）
応募締切…9月14日（金）
（当日消印有効）

② 県民の日夷隅フォトキャンペーンについて
夷隅地域の魅力を撮影して応募しよう！インスタグラムやパソコンから応募できるフォトキャンペーンを
実施します。写真を撮影して応募すると抽選で、
48名様に夷隅地域への宿泊券や特産品、
チーバくんグッズ
などをプレゼントします。あなたの夷隅地域お気に入りの風景、
自慢したい場所を是非教えてください！
○実施期間
平成30年6月15日（金）
～8月31日（金）まで
○応募方法について（２つの方法があります。
）
（１）インスタグラムで応募
①当事務所公式インスタグラムアカウントをフォロー
②夷隅地域の魅力、
自慢したい風景、
お気に入りの場所を撮影！
③インスタグラムで「#県民の日夷隅」
「#撮影スポット（例:○○城、○○カフェ）」の２つのハッシュ
タグを設定して投稿
（２）ちば電子申請サービスで応募（パソコンのみ）
①夷隅地域の魅力、
自慢したい風景、
お気に入りの場所を撮影！
②インターネットで「千葉県 ちば電子申請サービス」と検索し、
申込フォームから応募
※詳しい応募方法は夷隅地域振興事務所ホームページよりご確認いただき、規約に同意した上で応募し
てください。応募締切…
（１）
、
（２）ともに8月31日（必着）

③ 各種問合せ先
〒298-0212 夷隅郡大多喜町猿稲14
県民の日夷隅地域実行委員会事務局（千葉県夷隅地域振興事務所地域振興課）
☎0470－82－2211 ＦＡＸ：0470－82－4164
ＨＰ：[県民の日 夷隅2018] で検索。
※ＨＰ等により詳細をご確認ください。
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税金は納期内に
納めましょう

魅力的な地域を目指して
協働のまちづくり講習会を
開催します

7月は、固定資産税第2期
及び国民健康保険税第1期の
納付月です。7月31日（火）
期限内の納付をお願いしま
す。
納税は便利な口座振替をご
利用ください。申込手続は、
ご希望の町内金融機関、郵便
局の窓口で行うことができま
す。納付書により納付される
方は、役場、金融機関、郵便
局、コンビニエンスストアで
の納税をお願いします。
問合せ 税務住民課
収納対策係
☎8 2 − 2 1 2 2

町では、行政と住民との協働や、町政への住民参加をより
一層推進する取り組みの一環として、千葉県神崎町にて発酵
をテーマとしたまちづくりを行い、官民連携による地域づ
くりの優良事例として、平成25年度「ちばコラボ大賞」を
受賞した特定非営利活動法人こうざき発酵道楽から講師を招
き、講習会を開催します。
受賞事例を通じ、「協働のまちづくり」について考えてい
ただく機会となればと存じます。
多くの皆さんのご参加を、お待ちしております。
日 時 平成30年7月17日（火）13時30分～15時
会 場 大多喜町役場 中庁舎 大会議室
テーマ 住民と行政の協働によるまちづくり
「ちばコラボ大賞」から学ぶ、これからの地域づくり
講 師 特定非営利活動法人こうざき発酵道楽 青木 秀幸 氏
参加費 無料
定 員 50名
申込み・問合せ 企画課 企画政策係 ☎82−2112

歯周病検診について
口中の疾患の予防と早期発見・早期治療を行い、高齢期において健康で快適な生活が送れる
よう支援するために歯周病検診を実施しています。
対象者 大多喜町に住所があり、平成30年度中に41、51、61、71歳となる方。
ただし、歯を治療中の方や歯が１本もない方は対象となりません。
自己負担金 41、51、61歳の方は500円です。71歳の方は無料で受診できます。
実施期間 平成30年6月１日から平成30年11月30日までの6か月間
お申し込み及び受診方法
健康福祉課で「歯周病検診票」をお受け取りの上、下記の実施医療機関に予約をして検診を
受けてください。
大多喜町

勝浦市

御宿町

おおたき歯科医院
さとう歯科医院
若菜歯科医院
磯野歯科医院
サワヰ歯科医院
高梨歯科医院
なかやち歯科医院
福永歯科医院
鈴木歯科医院
岩瀬歯科医院
吉野歯科医院
横山歯科医院

お申込み・お問合わせ

健康福祉課

保健予防係

いすみ市

杏春堂歯科医院
片倉歯科夷隅診療所
いすみ医療センター（歯科）
鈴木歯科医院
最首デンタルクリニック
ジツカタ歯科医院
白井歯科医院
草壁歯科クリニック
最首歯科医院
よしの歯科クリニック
小守歯科
吉田歯科医院
熱田歯科クリニック
関歯科医院

☎82-2168（内線263～265）
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自衛官募集
防衛省自衛隊では、次のとおり自衛官等を募集しています。
募集種目

応募資格
受付期間
試験期日（期間）
（海）高卒（見込含）
23歳未満
航空学生
1次：9月17日
（空）高卒（見込含） 7月1日～9月7日
（パイロット）
21歳未満
一般曹候補生
18歳以上27歳未満
１次：9月21日から23日
平成31年3月高等学校等
男子
7月1日～
卒業予定者
自衛官候補生
受付時にお知らせします。
女子
18歳以上27歳未満
年間を通じて行っています。
男子

※詳しい内容は、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）☎０４７５−２５−０４５２

平成30年度第2回
千葉県警察官
採用試験
一次試験 9月16日（日）
受付期間 8月10日（金）まで
受験資格（男女共通）
〇警察官A
昭和60年4月2日以降に生まれ、学
校教育法に規定する大学（短期大
学を除く）を卒業、または平成31
年3月末日までに卒業見込みの方
〇警察官B
昭和63年4月2日から平成13年4
月1日までに生まれ、警察官Ａの
学歴に該当しない方
問合せ 勝浦警察署警務課
☎73−0110

海上保安大学校・
海上保安学校
採用試験日程
試験案内等配布開始日 ６月１３日㈬から
郵送・持参受付期間
海上保安大学校 ８月２３日㈭から８月２７日㈪まで
海上保安学校
７月１７日㈫から７月１９日㈭まで
インターネット受付期間
海上保安大学校 ８月２３日㈭から９月３日㈪まで
海上保安学校
７月１７日㈫から７月２６日㈭まで
第１次試験
海上保安大学校 １０月２７日㈯、１０月２８日㈰
海上保安学校
９月２３日㈰
※詳細はお問い合わせください。
問合せ 勝浦海上保安署 ☎73−3999

平成30年度全国安全週間における取り組み
平成30年度全国安全週間が7月1日から7月7日の期間で実施されます。6月1日から30日までが
全国安全週間の準備期間とされています。
全国安全週間は、職場における安全意識の高揚と安全活動の定着を図ることを目的に実施さ
れ、今年のスローガンは、

『新たな視点でみつめる職場 創意と工夫で安全管理 惜しまぬ努力で築くゼロ災』
です。
皆様も、安全で快適な職場環境づくりを進めていただきますようお願いいたします。
問合せ 千葉労働局労働基準部健康安全課 ☎043−221−4321
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夷隅郡市小学校陸上競技大会
５月２０日（日）に国際武道大学で夷隅郡市小学校陸上競技大会が
強風の中行われました。
大多喜小学校、西小学校の児童たちは、そんな天候の中でも日頃の
練習の成果を発揮し、素晴らしい成績を残されました。
結果（入賞）
男子 ８０Ｍ
第２位 渡辺 瞬太郎（西）
（４年）
５年 男子 １００Ｍ
第５位 石橋 公秀（大多喜）
６年 男子 １００Ｍ
第１位 米本 壮汰（西）
６年 女子 １００Ｍ
第４位 藤代 すず（大多喜）
第８位 久保 にこ （西）
（大会新記録）
６年 男子 １０００Ｍ
第１位 米本 壮汰（西）
女子 ８００Ｍ
第８位 川崎 ひめな（大多喜）
（６年）
女子 ６０Ｍハードル 第７位 杉村 心咲（大多喜）
（６年）
女子ソフトボール投げ 第５位 石井 彩花（西）
（６年）

▲西小学校

▲西小学校

集合写真

▲大多喜小学校

▲大多喜小学校集合写真

大多喜町見守りネットワークに
関する覚書を締結しました
6月1日、大多喜町民生委員児童委員協議会と勝浦警察署の
間で、大多喜町見守りネットワークに関する覚書締結の調印
式が行われ、民生委員児童委員協議会長と勝浦警察署長が覚
書に調印しました。
この見守りネットワークは、勝浦警察署管内の犯罪情報や
交通事故発生状況等の情報を民生委員と共有し、地域住民に
情報発信していくことで、高齢者・子どもの見守り活動等に
役立てていくことを目的としています。

ゴミゼロ運動でピカピカに！
ゴミゼロ運動へのご協力ありがとうございました
今年もゴミゼロ運動へ多くの方々にご協力いただきまし
た。地域の皆さんによる自主的な活動に心より感謝いたし
ます。
収集したゴミの量は約1トンで、集められたゴミの9割が
缶やビンでした。これらは資源として再利用されます。
皆様と共に清潔な住みよい町づくりに努めていきたいと思
いますので、今後ともご協力をよろしくお願いいたします。
問合せ 環境水道課 環境係 ☎82−2067（内線282）
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いいね！がいっぱい部活動⑱

大多喜高等学校

サッカー部

現在サッカー部は、プレイヤー18人・マネージャー７人の総勢25名にて活動しております。先
の総合体育大会にて松尾高校と対戦し、０－３にて負けてしまいましたが、部員同士がしっかりとそ
の結果と向き合って話し合いを行いました。中には涙を流した部員もおりましたが、その涙をただの
飾りにすることなく、日々の練習にて結晶へと変えていくために熱心に練習に取り組んでおります。
今後また選手権や新人戦など様々な大会が行われていきますが、ひとつひとつ結果を着実に残してい
くために、選手一同全力を尽くして参ります。地域の皆様にもご協力をいただくことが今後あると思
いますが、ご声援のほど宜しくお願い致します。

英語部

私たち英語部は男子６人、女子4人の１0人で毎
週火曜日と木曜日に２日間活動しています。主な
活動として、その月の行事を英文にして月１で紹
介するOtaki Voiceと毎週水曜日の昼休みに校内
放送で英単語を紹介するRadio Otakiを行ってい
ます。その他の活動として毎年６月に行われてい
る大多喜高等学校明善祭では英語劇を多目的室で
公演しています。今年の明善祭では音源を入れた
りと新しい取り組みを行い、今までにない英語劇
を作っていきたいと思います。
さらに、部員には英検取得者、スピーチコンテ
スト出場者もおり、普段の活動内容以外のことに
も積極的に参加しています。
これからも大多喜高等学校英語部をよろしくお
願いいたします。
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５名の町民記者が、
毎号１人ずつ身近な話題を取材します！

レ
第16回

ポ

ー

ト

片田 直久さん（泉水）

日本を代表するコンビによる名校歌
〜「大多喜小学校校歌」ができるまで〜

「作詞・西條八十／作曲・古関裕而」
─ このクレジットを見て、思わずた
じろぎました。「大多喜小学校校歌」
は日本を代表する黄金コンビが手掛け
た作品。児童はもとより、OB、町民も
誇っていいものです。
西條八十（1892～1970）は東京生
まれの詩人・作詞家・フランス文学者
です。代表作は『蘇州夜曲』（作曲：
服部良一、歌：霧島昇・渡辺はま子、
40年）『青い山脈』（作曲：服部良
一、歌：藤山一郎・奈良光枝、49年）
『王将』（作曲：船村徹、歌：村田英
▲大多喜小学校
雄、61年）など、多数。77年公開の角
川映画『人間の証明』では『ぼくの帽子』の一節「母さん、僕のあの帽子、どうしたんでせうね？」がコ
ピーに使われ、大ヒットにつながりました。
古関裕而（09～89）は福島生まれの作曲家。欽ちゃんこと萩本欽一さん司会の『オールスター家族対抗
歌合戦』で審査員を長く務めました。代表作は夏の甲子園大会歌『栄冠は君に輝く』（作詞：加賀大介、
歌：伊藤久男、48年）『大阪（阪神）タイ
ガースの歌（六甲おろし）』（作詞：佐藤惣
之助、歌：中野忠晴、36年）『モスラの歌』
（作詞：本多猪四郎・田中友幸・関沢新一、
歌：ザ・ピーナッツ、61年）など、こちらも
多数。八十と組んだ名曲も数多く残っていま
す。
大多喜小の校歌が制定されたのは、65年。
12月11日には制定発表会が行われました。
校歌制定委員会会長・篠崎富三郎さんは校
▲大多喜小学校歌詞額
歌完成までの苦労をこう述べています。
「西條先生にお会いするまでが大変でした。私の親戚が先生と面識があると聞い
たので、東京へ行き、紹介を頼みました。先生は多忙で、３カ月後にやっと会え
ました」
西條の紹介で古関に作曲を頼むことになったようです。古関裕而記念館の学芸
員さんは取材に対し、こんなお話をしてくれました。
「大多喜小学校に限らず、校歌を作曲する経緯について古関自身が書いたものが
残っている例はほとんどありません。上京しプロになる以前から校歌を書いてい
ます。故郷の山川を思い出させる点で、古関にとって校歌は特別なものだったの
かもしれません。時間に余裕があるときは、現地を訪れていました。ただ、全国
で300校以上もの校歌を作曲しているので、全ては訪問できていません」
歴史に残る西條、古関の作品の一つは今も大多喜の地で歌い継がれています。
◀東京・新宿駅東口にたたずむ西條八十の歌碑
広報おおたき No.598
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地域おこし協力隊 レ ポ ー ト ②

竹テント

〜 日々の活動をお知らせしています 〜
地域おこし協力隊FaceBookページにて、日々の活動をお知らせしています。
「いいね！」をお願いします！
問い合わせ 大多喜町役場産業振興課 地域おこし協力隊 ☎82ー2176（内線273）
15
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けんこうカレンダー
７〜 8 月

( 保健事業予定表 )

●申込み・問合せ●

健康福祉課 保健予防係
☎ 82-2168（内線 263 ～ 265）

☆子どもの事業☆
行事名

日時

☆受付時間

場

所

対

7/4
乳幼児相談

☆9:30～10:30

保健センター

☆13:00～13:15

8/9

3歳児健診

7/17

おひさまキッズ

8/21

平成28年12月1日～平成29年1月31日生まれの方

保健センター

☆13:15～13:30

者

乳幼児とその保護者（対象月の平成29年7月、12月、平成
30年3月生まれの方には個別に通知します）

8/1
1歳6か月児健診

象

乳幼児とその保護者（対象月の平成29年6月、11月、平成
30年2月生まれの方には個別に通知します）

平成27年1月1日～平成27年2月28日生まれの方

13：30～15：30

保健センター

成長発達で心配のある乳幼児とその保護者

赤ちゃん計測会

7/26

10:00～11:30

保健センター

生後１～3か月のお子さんとその家族（対象者の方には個
別に通知します）

離乳食教室

8/2

10:00～11：30

保健センター

乳幼児（平成29年9月、10月生まれ）とその保護者（対象
者の方には個別に通知します）

☆大人の事業☆
行事名
おおたきウォーク♪

日時

☆受付時間

場

7/27・
☆8：30
8/31

所

対

象

者

ウォーキングを行いたい方
※雨天の場合は、室内で体操を行います

保健センター

☆高齢者の事業☆
行事名

日時

場

からだいきいき塾

7/4・18・25
8/1・22

14:00～16:00

大人の脳トレ教室

7/6・13・20・27
8/3・17・24・31

14:00～16:00

所

保健
センター

夷隅健康福祉センター

対

象

者

※事前に申し込まれている方

健康相談日程表

事業名

開催日

受付時間

精神保健福祉相談
（心の健康相談）

毎月第1・第3木曜日

14：00～15：30

ＤＶ相談

電話相談(月曜日～金曜日)
面接相談(毎週水曜日)

障害のある人への
差別に関する相談

月曜日～金曜日

エイズ相談
ＨＩＶ抗体検査

毎月第1・第3月曜日

担当課

備考
※予約制

地域保健福祉課
9：00～17：00

専用電話（７３－０８０１）
※面接は予約制
専用電話（７３－４６３０）

9：30～10：30

健康生活支援課

※予約制（無料・匿名）

【お問い合わせ】
〒299-5235 勝浦市出水1224 夷隅健康福祉センター TEL：73-0145
FAX：73-0904
mail：isumiho@mz.pref.chiba.lg.jp
HP：http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-isumi/index.html

風しん抗体検査の無料実施について
次の①～⑤の全ての要件を満たす方は、千葉県が委託した病院や診療所で風しん抗体検査を無料で受ける
ことができます。（※実施期間は平成31年3月31日までとなります。）
①千葉県内市町村に居住地（千葉市・船橋市・柏市を除く）を有している
②妊娠を希望する女性（19歳以下で未婚の方は保護者の同意が必要です）
③過去に風しん抗体検査を受けたことがない
④過去に風しん予防接種をうけたことがない
⑤過去に風しんにかかったことがない
※詳しくは、千葉県ホームページ（URL:http//www.pref.chiba.lg.jp）をご覧ください。
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地域支え愛サポーター制度
在宅活動について
町では、地域、施設、在宅において介護予防活動を行い、その
実績に応じてたまったポイントを交付金として受け取ることがで
きる仕組み「地域支え愛サポーター制度」を実施しています。
今回は在宅活動について、紹介します。
在宅活動は、高齢者のお住まいに地域支え愛サポーターが訪
問し、見守りや傾聴などを行います。
地域のつながりを深め、支え合える関係づくりが目的です。
現在も高齢者と地域支え愛サポーターの合意の基にサポートが
行われ、地域ならではの暖かい活動内容となっております。活
動について関心がある方は下記までご連絡ください。

地域包括支援
センター
No.131

だより

活動内容
□お話し相手 □室内の簡易な掃除(掃除機かけ 軽微な片付けなど)
□定期的な安否確認(電話を含む) □在宅での個別介護予防活動の実施
□灯油の補充、電球交換等の生活上必要な簡単な手伝い
□ゴミ出し
□ベッドメイク
□外出の付き添い
など

千葉県介護福祉士会主催

高齢者の生活を支える担い手養成研修を受講された皆さん

訪問活動の様子

※地域支え愛サポーターは、訪問介護事業所などが提供する介護サービスではありません。活動内容は、
ちょっとした生活上のサポートです。また地域支え愛サポーターの同意が得られた内容に限ります。
担当：健康福祉課介護保険係（地域包括支援センター）

みんなの年金

☎82−2168

内線266

国民年金保険料免除等の申請について

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる
「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
平成30年度の免除等の受付は平成30年7月1日から開始され、平成30年7月分から平成31年6月分まで
の期間を対象として審査をおこないます。
申請が遅れても最大2年1カ月前までの免除申請をすることができますが、申請が遅れると万一の際に
障害年金などを受け取れない場合や退職（失業）時の免除審査の特例（退職された方の所得を除外して
審査）が受けられない場合がありますので、すみやかに申請してください。
※学生の方は「学生納付特例制度」を利用してください。
○問合せ

17

税務住民課保険年金係
千葉年金事務所
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☎0470−82−2122
☎043−242−6320

子 育て 通 信

№50
先生に食べさせて
もらうよ

みつば保育園
ひよこ組（０歳児）
り す組（１歳児）

ひよこ組
男の子 ３名

おいしい～

どんな風に給食を
食べているのかな!?
自分でスプーンを使って食べるよ！
時々手で食べちゃうけど…

一人ひとりに合わせて
メニューが違うよ

おいしいね

大きい組さんと同じ物を
小さく切ってもらって食べてるよ！

りす組
男の子 ５名
女の子 ５名
すくうの
むずかしい…

たくさん遊んでお腹をすかせ、保育園で作っ
たできたてのおいしい給食をお腹いっぱい食べ
ている子どもたちです。好き嫌いなく、なんで
もよく食べて大きくなってほしいと思います。

いっぱい食べるよ！
おかわりだってしちゃうんだ！

子育て支援センターからのお知らせ
≪７月３日(火) 出前保育≫
・場所・・・上瀑ふれあいセンター
・時間・・・１０時～１１時

≪７月１０日(火) 出前保育≫
・場所・・・味の研修館
・時間・・・１０時～１１時

≪７月１８日(水) トットくらぶ≫
・場所・・・保健センター（クッキング）
・時間・・・９時３０分～受付 １０時～開始

≪７月１９日(木) リトミックで遊ぼう♪≫
・場所・・・みつば保育園
・時間・・・９時３０分～受付 １０時～開始

※７月１１日（水）までに予約してください。

お問い合わせ・ご予約先

※７月１７日（火）までに予約してください。

ひだまり(みつば保育園)
あおぞら(つぐみの森保育園)

８２－５５３０
８３－１４１１
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大

大多喜小学校
４年
こばやし

小林

しょう た

翔太

多

喜

さ

ん

ぽ

〜町の文化や自然の豆知識をご紹介します〜

さん

お

ね みち

―尾 根道 ②―

ぼくの夢は、レスキュー隊員になることで
す。こまっている人を助けるところがかっこい
いからです。しょう来、活やくするために筋ト
レをがんばります。

昔の人々は尾根道をよく使いました。大
多喜のような山勝ちの村々では特にそうで
す。現在の私たちは何気なく、それも車で、
平地の真っ直ぐな道を走っていますが、そ
んな道が出来たのは明治以降の話です。市
原に抜ける通称七曲りの坂 ( 羽黒坂 ) は明
治中頃になってからの付け替えで、それ以
前は羽黒山 ( 現在山頂南側は太陽光発電施
設地 ) の南東から尾根へ取り付いて平蔵へ
至っていたのです。
そういえば、近世江戸道の難所として有
名な小土呂坂も明治から今日まで幾度かの
改良工事によって現在見る姿になっていま

大多喜小学校
４年
おおた

太田

さ

す。旧道は小土呂の三上神社脇から市部へ
抜ける尾根道で、大きな堀割道が往時の姿

や

紗弥

を留めています。しかし、これが本多氏時

さん

代まで遡るかというと、それも疑問で、江
戸時代後期に大きな改修がなされる前は大

わたしの夢は、学校の先生になることです。
理由は勉強が好きだからです。わたしが先生
になったら自分が覚えてきた事をいろいろ教
えてあげたいです。

変な「難場」であったといいます。きっと
私たちの知らない道の歴史がまだまだ埋も
れているのでしょう。

おめでとう 7月生まれ

浅野

や ま と

大和

ちゃん

（３歳）
( 真亮さん・智子さんの長男 )
田丁
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小髙

たい が

太雅

ちゃん

（３歳）
( 一哲さん、未紗さんの三男 )
泉水

（ママからの一言）
いつもニコニコ笑顔のやまちゃん。
みんなを幸せな気持ちにしてくれて、ありがとう。
これからもお姉ちゃんと仲良く元気に育ってね。
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●誕生日の思い出に（0 〜 3 歳のうちに１回）
●掲載希望者は誕生月の 2 カ月前までにご連絡
ください。
☎ 82-2111

H30.6.25

（ママからの一言）
たいちゃん、3 歳おめでとう。
かわいい笑顔は家族みんなの癒しです。
これからも笑顔いっぱい、すくすく大きくなってね！

場所 御宿町地域福祉センター 相談内容 相続手続きと遺言書
作 成、農 地 法・宅 地 関 係 手 続
相談室 夷隅郡御宿町久保
き、
成年後見制度、各種契約書
1135−1
と内容証明郵便の作成
など
時間 13時半～午後16時
予約制ではありません。電話
日程 6月14日、
7月12日、
8月9日、
による相談もお受けします。
9月13日、10月11日、11月8日、
問合せ
千葉県行政書士会長夷
12月13日、1月10日、2月14日、
支部
☎0470−62−5776
3月7日
（すべて木曜）
（髙橋）
連絡先 くつろぎ処やよい
☎62−6830
ピア宮敷納涼祭
『ピアフェスタ』開催のお知らせ
若者就労支援機関ちば南東部地域
若者サポートステーション
ちば南東部地域若者サポートス
テーション
（通称：サポステ）
では15～
39歳の若者と、その家族を対象に就
労支援を行っています。
就職活動等の
悩みなど相談を受付けています。
日時 毎月第3木曜日
午前10時～午後4時
場所 大多喜町中央公民館
予約 月～金曜日（祝日を除く）
電話 0475−23−5515
ホームページ
http://chiba-nanto-saposute.jp/
メールアドレス
nanto.saposute@guitar.ocn.ne.jp
生活にお困りの方の
自立のための相談窓口

10 9 3
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町長日誌（

日～
メキシコ・クエルナバカ市訪問
日
日

14 12

日
日

19 16

日
日

22 21 20

日
日
日

28 26 25 24

日
日
日
日

31 29

夷隅郡農林業振興協議会監査
町地域公共交通活性化協議会
上瀑地区区長会懇親会
一般 国 道 ４ ６ ５ 号 整 備 促 進 期 成 同
盟会通常総会
町商工会総代会
大多喜中学校体育祭
町文化財保護協会総会
町消防団消防操法審査会
メキシコ大使館訪問
国民健康保険運営協議会
たけゆらの里農産物直売組合総会
市町村長会議
夷隅郡市食生活改善大会
大多喜小学校運動会
外房観光連盟通常総会
いすみ鉄道友の会総会
いすみ鉄道活性化委員会
道路整備促進協議会千葉県連合協
議会通常総会

千葉県行政書士による
暮らしの手続き無料相談会
日時 7月22日（日）
10時から14時まで
場所 大多喜町福祉センター 娯
楽室

入 札 結 果

工 事 名 大多喜町消防団機械
器具置場新築工事
工事箇所 大多喜町船子105番地9
入 札 日 5月29日
設計金額 16,858,800円
ピア宮敷の納涼祭を開催します。 契約金額 16,416,000円
模擬店、楽しいイベントが盛り沢山 契約業者 山本建設㈱
です。皆さま、是非おいで下さい。
善意の心を
日時 平成30年7月28日（土）
ありがとうございます
16時～19時（雨天中止）
場所 障害者支援施設 ピア宮敷 大多喜町ふるさとづくり寄附金 (５月分)
（いすみ市岬町岩熊138−10）
・申込件数 256件
問合せ 社会福祉法人 土穂会 ・申込金額 11,902,000円
ピア宮敷（渡辺）
なお、ホームページには寄附を
☎0470−87−9631
公表してもよいという方の氏名
を掲載しています。こちらもご
戦没者遺児の皆さんへ
覧ください。
日本遺族会では戦没者遺児によ 〈平成29年九州北部地方大雨災害
る慰霊友好親善事業への参加者を
義援金〉
募集しています。慰霊友好親善事業 ・コレット商事(有)
とは、先の大戦において父等を国に
取締役 岩瀬秀子 お客様 218名
捧げた戦没者の遺児が、亡き父等 〈平成28年熊本地震災害義援金〉
の眠る地に赴き、慰霊追悼を行うと
ともに、現地の方々との友好親善を ・コレット商事(有)
取締役 岩瀬秀子 お客様 218名
深めることを目的としたものです。
実施地域 フィリピン、ミャン 〈東日本大震災義援金〉
・コレット商事(有)
マー、中国ほか
取締役 岩瀬秀子 お客様 218名
参加費 10万円
日
日

仕事が見つからない、生活が苦
しいなどの困りごとのご相談をお受
けします。一人で抱え込まず、まずは
ご相談ください。千葉県から委託を
受けた事業所の専門の相談員が、
解決に向けた支援を行います。相
談は無料です。電話、訪問、来所で
ご相談をお受けします。
問合せ 自立相談支援センター
夷隅ひなた
いすみ市大原8927−2
電話・Fax 0470−64−6380

参加資格 戦没者の遺児
日程等の詳細、お問い合わせ
は日本遺族会事務局へ
☎03−3261−5521
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平成30年度
アクアビクス教室参加者募集
アクアビクスは、水中でリズムに
合わせて楽しく運動を行います。肩
こり・腰痛・膝などに不安をお持ち
の方にもお薦めのスポーツです。
期日 7月 7日～8月 4日
毎週土曜日（全5回）
時間 午後7時から午後8時
場所 Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
対象 町内在住・在勤・在学の
18歳以上の方
定員 30名（参加人数が10名
未満の場合は、開催を中止さ
せて頂きます）

千葉県

負担金 2,000円
申込開始 6月17日（日）から
問合せ 海洋センター
☎82−2462

願書受付及び場所
・持参受付
7月5日(木)・7月6日(金)
大多喜県民の森行事予定
9:30～11:30、13:00～16:00
『ペットボトルロケットと
千葉県教育会館608会議室
トレイグライダーで遊ぼう』
（千葉市中央区中央4−13−10）
日時 8月4日（土）
・郵送受付
9:30～11:30（雨天中止）
6月25日(月)～6月29日(金)
実施内容 ペットボトルロケットの
※当日消印有効
仕組みを学び、
飛ばして遊ぼう。
千葉県健康福祉部薬務課審査指導
募集人員 10名
班宛（千葉市中央区市場町1−1）
参加費 500円
試験日時 8月9日（木）
集合時間 13時
『竹工作体験』
試験会場 敬愛大学稲毛キャンパス
日時 毎日 9:00～11:00
（千葉市稲毛区穴川1−5−21）
13:00～15:00
集合時間 13：00
実施内容
問合せ 千葉県健康福祉部薬務課
笛や水鉄砲、竹
☎043−223−2618
トンボ等の工作
体験をします。
おしゃべりサロン
参加費
ご家族の皆様はたくさんの思い
100円～300円
の中で日頃頑張っていらっしゃる
問合せ
と思います。そんな皆様と気まま
大多喜県民の
におしゃべりをし、気持ちを分かち
森管理事務所
合いたいという願いで「おしゃべり
☎0470−82−
サロン」を始めました。
「お医者様
3110
はどこがいい？」
「福祉サービスは
何が使えるのだろう？」等、身近な
情報も共有できると思います。心
おきなくおしゃべりしませんか？

千葉司法書士会会員
司法書士 江沢正明事務所
相続登記はお済みですか！

相談無料
土日祝日ＯＫ
TEL ０４７０−６２−５２８６
FAX ０４７０−６２−５２８７
大多喜町西部田１０６番地
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平成30年度毒物劇物取扱者試
験の実施について

本だな

大多喜図書館天賞文庫だより
☎82－2459

夏休みの課題図書も
揃っているよ

7月のスケジュール

おはなし会・えいが会（子供向け）
7月15日（日）午前10時30分から
■おはなし会 内容
・スイーミー ・ふくろうのそめものや
・かとりせんこう ・ちいさなくも
工作あり
■えいが会 午後２時から
休館日
2日、9日、17日、23日、30日

刊紹介

・雨と詩人と落花と
・さざなみのよる
・青くて痛くて脆い
・夏の庭

葉室
木皿
住野
湯本

麟 (著)
泉 (著)
よる（著）
香樹実（著）

め本
おすす

新

寄贈本

あやかし草紙

宮部

みゆき (著)

塩断ちが元凶で“行き逢い神”を呼び
込み、身も凍る不幸を招いた「開けず
の間」など、全５話を収録した江戸怪
談集。『北海道新聞』ほか連載作品
に、『小説野生時代』掲載の「金目の
猫」を加えて単行本化。
戦争に関する資料収集にご協力ください

・漫画メキシコ榎本殖民史サムライたちのメキシコ 上野 久（原作）
・皇室 第78号（平成30年春号）
『皇室Our Imperial Family』編集部
・暴風の底に生ける人生
朴
恩玉（著）
・マンガでわかる！科学のふしぎ２年生・３年生
左巻 健男（著）

お知らせ

夏休みの期間中は研修室を調べ学習用に終日開放します。
また、期間中は研修室でのみ飲食可とします。開放の期間
や時間は以下のとおり
１.開放期間 7月14日（土）～9月2日（日）の間で、
研修室を使用する事業がない日
２.開放時間 9時～17時（飲食可能時間12時～13時）

図書館では、戦争に関する図書資料の収集・保存
を行っていますが、さらに町民の皆さまに広く呼
びかけて太平洋戦争、日清・日露戦争等の資料も
収集することにしました。
戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代に伝えるため
に、戦争に関する資料の無償提供について御理解
と御協力をお願いいたします。
【戦争に関する収集の対象とする資料】
戦争体験者の手記、写真、地図、手紙、はがき
（戦地と家族の間でやりとりされていたものな
ど）等の図書資料。

鋤柄

昭子

直紀

万里

青天のれんげ祭りやまるがやつ

塩田

正子

伊吹

石垣に卯の花咲きしホームかな

平本

松枝

かわず

亡き母の魂かと思う黒揚羽

齊藤

政雄

と

夕映えの空を掠めて群鳥の
近山かげに一斉に消ゆ

鈴木

雅子

近づけば鳴き声止めし初 蛙

担い手もなき農地山林古き家
後継ぐ者の絶えるを憂ふ

永野

松枝

小泉 多香子

背をまるめ歩く姿の今の我
老いたる母のしぐさにも似て

樋口

病室の窓にあふれる若葉かな

桜まつり城の舞台にわが謡ふ
田村、能野にて役割のあり

得子

たま

ここ幾日梅雨に濡れたる父母の墓
はやくも青き苔の光れる
本吉
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7月
日

July

人口と世帯

ふみづき

文月

曜

行

事

場

所

刻

ごみ収集

10:00～11:30

1

日

子ども習字教室

月

心配ごと相談(日常生活上の相談） 福祉センター

3

火

出前保育

上瀑ふれあいセン
10:00～11:00
ター

4

水

リズムウオーキング教室

B&G体育館

5

木

（不燃）

6

金

(可燃)

7

土

8

日

(休日受付)

9

月

(可燃)

10

火

11

水

12

木

13

金

15

土

日

16

月

17

火

18

19
20

水

木
金

中央公民館

時

2

14

9:00～12:00

14:00～

出前保育

味の研修館

10:00～11:00

リズムウオーキング教室

B&G体育館

14:00～

スイミング道場

B&Gプール

18:30～

（ペット）
(可燃)

（ペット）
(可燃)

(可燃)
ジュニアスポーツクラブ

B&G体育館

9:00～

水泳教室（幼児・ジュニア）

B&Gプール

14:00～16:00

おはなし会

図書館

10:30～

えいが会

図書館

14:00～

青少年のつどいいすみ市・大多喜
多目的広場
町合同大会

14:00～

トットくらぶ

保健センター

9:30～11:30

スイミング道場

B&Gプール

18:30～

ひまわり会

中央公民館

リトミックで遊ぼう♪

みつば保育園

9:30～11:00

水稲航空防除

町内実施区域

5:00～12:00

水稲航空防除

町内実施区域

5:00～12:00

土

水泳教室（幼児・ジュニア）

B&Gプール

14:00～16:00

日

子ども習字教室

中央公民館

10:00～11:30

23

月

心配ごと相談（結婚相談、人権相
談、行政相談、年金相談、労災・ 福祉センター
雇用保険相談）

10:00～15:00

24

火

ぬくもり給食会

福祉センター

11:30～

リズムウオーキング教室

旧総元小体育館

14:00～

おもいやりの会

福祉センター

総元

スイミング道場

B&Gプール

(可燃)

(可燃)
（ペット）

）は、１月からの累計

おおたき 119 (5 月中 )
火災件数

０件（

３）

３３件（２１５）

）は、１月からの累計

慶
出
死

弔（5 月届）
生
亡

５人
１６人

転
転

入
出

１５人
２０人

(可燃)

《夜間・日曜・祝日など》

夷隅郡市広域市町村圏
事務組合消防本部
☎８０－０１１９

18:30～

27

金

(可燃)

28

土

水泳教室（幼児・ジュニア）

B&Gプール

14:00～16:00

29

日

おいでよ子ども体験塾

中央公民館

9:30～

30

月

心配ごと相談(日常生活上の相談） 福祉センター

31

火

9:00～12:00

(可燃)
（ペット）

ごみ収集日：可燃⇒可燃ゴミ、紙類・衣類⇒新聞紙・雑誌・ダンボール・衣類等、缶類⇒スチール・アルミ・一斗缶等、
ペット⇒ペットボトル・食用廃油・プラマーク製品、不燃⇒その他不燃ゴミ（ガラス・金属・ポリ容器等）
びん⇒飲用できるびん

H30.6.25

傷 者 数 ９人（１８）
（

◇当番医の紹介◇

（びん）
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０）

(可燃)

木

23

死 者 数 ０人（

転出入（5 月届）
（紙類・衣類）

26

こども急病電話相談 毎日夜間 午後７時～１０時

発生件数 ９件（１８）

（
（ペット）

B&G体育館

5 月中（人身事故件数）

交通事故 ２件（ １４）
内訳 急
病 ２２件（１２７）
９件（ ７４）
その他

海の日
リズムウオーキング教室

交通事故発生状況

救急件数

8:00～

21

水

(可燃)

（缶類）

22

25

平成３０年 6 月１日現在
口 ９, ２４２人（−１６）
男
４, ５１１人（− ７）
女
４, ７３１人（− ９）
世帯数 ３, ８１４世帯（− １）
（ ）は、前月比
人

夷隅広域健康相談ダイヤル 24
フリーダイヤル 0120-143-251
（24時間/年中無休）
例えばこんな時、お電話ください。
不意のケガで応急処置を知りたい/家
族の介護のことで相談したい/休日に
受診できる病院を教えてほしい/真夜
中の急病で誰にも連絡できない時/メ
ンタルヘルスの相談 など

☎＃８０００（ダイヤル回線からは０４３－２４２－９９３９）

編集・発行/大多喜町役場
〠298-0292

千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93

☎0470-82-2111／E-mail:info@town.otaki.lg.jp
ホームページ http://www.town.otaki.chiba.jp
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管理栄養士

金坂

直子

あさりをイカやエビなどに変えても美味しく出来ます。水分を加えてスープ仕立
てにするのもお薦めです。

夏野菜のトロトロ煮

図書館・西畑出張所・老川出張所・老人福祉センター

「声の広報」広報紙の録音ＣＤは役場健康福祉課・

で無料配布しています。

■材料（２人分）
あさり（殻付き）
にんにく
たまねぎ（中）
トマト
ズッキーニ
オクラ
油
顆粒コンソメ
パセリ

200ｇ
１/2片
１/4個
小1個
１/8本
4本
小さじ１
2ｇ
適量

作り方

【１人分栄養価】
エネルギー59kcal たんぱく質3.8ｇ
脂質2.2ｇ 塩分1.3ｇ

①あさりは砂抜きをする。
②にんにくはみじん切りにする。他の野菜類は１ｃｍ角位に切る。
③油とにんにくをフライパンに入れ熱し、にんにくの香りがしてきたらパセリ以外
の材料を入れて炒める。蓋をして蒸す。
④あさりの口が開いたら、塩・こしょうで調味する。
（あさりから塩分が出るので、味見をしてから調味してください。）
⑤刻んだパセリを飾る。

○問合せ

健康福祉課

保健予防係

☎82−2168

災害情報フェイスブック
町公式フェイスブック

ギャラリー
「夏に薫る」

アプリ「マチイロ」

大多喜写真同好会
大久保 幸雄 さん（大多喜）

大多喜町Youtube
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