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大多喜の

涼でひといき

（粟又の滝）

特集

自然災害から身を守るために

問合せ
総務課 消防防災係
☎82−2111

自然災害はいつどんな時に起こるかわかりません。
自分や家族、大切な人を守るための備えをしましょう。

1 避難情報が変わりました

警戒レベル4で全員避難！

5月20日（木）から新しい「災害時の避難情報」が運用されています。
これまでの警戒レベル4の「避難勧告」が廃止され、
「避難指示」に一本化となりました。
「避難指示」が発令されたら、危険な場所にいる方は必ず避難してください。

内閣府HP

警戒レベル

状況

住民の行動

避難情報

5

災害発生または切迫

命の危険 直ちに安全確保！

緊急安全確保※

―― 《警戒レベル4までに必ず避難！》 ――
4

災害のおそれが高い

危険な場所から全員避難

避難指示

3

災害のおそれあり

避難に時間を要する方は避難

高齢者等避難

2

気象情報悪化

避難行動を確認

大雨・洪水・高潮注意報(気象庁)

1

今後気象情報悪化のおそれ

心構えを高める

早期注意情報(気象庁)

※緊急安全確保は、必ず発令されるわけではありません。

2 災害リスクの確認

6月は土砂災害防止月間です！

防災マップで避難場所や危険が予測される区域（土砂災害警戒区域など）を確認し
ましょう。避難情報が出されたときに慌てないよう、
「集合場所」、
「避難場所」、
「避難
防災マップ
方法」、
「連絡方法」を家族で話し合いましょう。

3 災害時の連絡手段
災害時には、携帯電話の回線がつながりにくくなります。そのような時、災害用
伝言ダイヤル（171）や携帯電話の災害用伝言板は、災害時の安否確認に有効な
方法です。災害用伝言ダイヤルは、局番なしの「171」に電話をかけると伝言を録
音でき、災害用伝言板は被災や避難の状況を登録・確認することができます。
いざという時に使えるよう、無料体験期間に練習しておきましょう。
無料体験期間
毎月1日・15日、1月1日～3日
防災週間（8月30日～9月5日）
防災とボランティア週間（1月15日～1月21日）

災害用伝言ダイヤル
操作方法

災害用伝言板サイト

NTTドコモ

災害時大切な人を守るためあなたの一声で
避難を後押し 「逃げなきゃコール」

KDDI(au) ソフトバンク・
ワイモバイル

報

避難情

「逃げなきゃコール」は、離れた場所に暮らす家族（高
齢者など）に、災害の危険が迫った時、家族（子や孫）が
直接電話をかけて避難行動を呼びかける取り組みで
す。あらかじめ、スマートフォンの防災アプリに家族の
住む地域を入力し、災害時にはプッシュ通知を受け取
れるように設定をしておきましょう。
6月からNTTドコモも
■ スマートフォンアプリ
加わりました！
NHKニュース・防災、Yahoo!防災速報、
au災害対策（＋メッセージ）、NTTdocomo災害用キット

避難場所

「171」にダイヤル
▼
録音は「1」、
再生は「2」を押す
▼
被災地の電話番号を
市外局番から入力
▼
「録音」
または
「再生」が始まる
▼
「9」
で終了

おばあちゃんの住む地域に
「高齢者等避難」が出てる！

おばあちゃん
すぐに避難して！

ありがとう。
避難するわ。
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4 避難への備え

避難場所
避難所だけでなく、安全な場所にある親戚や知
非 常 用 持ち出し品（※ 1）や 家 庭 備 蓄（※ 2）が 人 数 分
人宅への避難も検討しましょう。
あらかじめ、連絡
用意できているか、賞味期限や使用期限は切れていな
いかなどを確認しましょう。マスクやウェットティッシュ、 を取り合っておくことが大切です。
消毒品など、感染症対策の持ち出し品も準備しておきま
■ 指定緊急避難場所
■ 親戚・知人宅
しょう。また、避難するときに慌てないよう、非常用持ち
（切迫した災害の危険か ■ 宿泊施設
出し品を持って避難ルートを家族で歩いてみましょう。
ら逃れるための場所） ■ 車（エコノミークラ
■
指定避難所
ス症候群や熱中
※1 非常用持ち出し品（一次持ち出し品）
（避難生活を送る場所）
症に注意が必要
避難した場所で最初の1日間をしのぐための物品
※2 家庭備蓄（二次持ち出し品）
です）
避難後、自宅に戻って避難所へ持ち出したり、自宅で避難
生活を送るための物品（3日～1週間程度）

5 ペットとの避難対策

６月は千葉県動物の
正しい飼い方推進月間！
僕たちペットの
安全確保について
話し合ってね！

災害状況などにより、在宅避難や一時預け先での飼育、指定避難所
への避難などを検討し、
準備しましょう。

普段からの備え

■ 迷子になった際に分かるよう、鑑札、狂犬病予防注射済票、
首輪、迷子札、マイクロチップなど、飼い主の明示をする
■「待て」、
「おすわり」、
「ふせ」などの基本的なしつけをしておく
■ 決められた所で排泄できるようにしておく
■ 人や他の動物に慣らしておく
■ 不必要に鳴かないようにしておく
■ ケージやキャリーバッグに入ることに慣らしておく
（普段から休めるスペースとして開放し、ケージを安心できる
場所にしておく）
■ ワクチン接種、
ダニやノミの駆除など、健康面のチェック
■ ペットフード、水、
トイレシートなどペットの避難セットの準備
■ ペットの一時預け先（ペットに慣れている親戚や知人宅、動
物病院、民間団体の施設）を確保する
■ 避難所までの道のりを一緒に歩いて慣らす

6 日ごろからの備え

風水害対策

避難所での管理

ペットと一緒に同行避難※をする場合、避
難先では、屋外で飼い主が責任を持って管
理することになります。また避難所では、動
物が苦手な方や、
アレルギーを持っている方
がいますので、
次のことを守りましょう。
■ ケージの利用（雨風に強いものを推奨）
■ ケージがない場合は伸縮性のないリード
でつなぐ
■ 食事や健康管理、鳴き声や排泄物の対策
※同行避難
避難所までペットと安全に避難すること
※危険動物は同行避難できません。

地震対策

■ 側溝や日常排水溝は掃除し、水の流れをスムーズに
町では、木造住宅の耐震化を図るため、昭和56
しておく。
年以前に建築された木造住宅の耐震診断、耐震改
■ 停電に備え、懐中電灯や携帯ラジオ、予備の電池の準
修工事費用の一部を補助しています。詳しくは、町
備や飲料水を確保する。
ホームページをご覧いただくか、建設課（☎82−
■ 断水に備え、浴槽に水を張り、洗濯やトイレの排水な
2115）へお問い合わせください。
どに使う、生活用水を確保する。
■ 火災の発生に備え、消火器を用意する。
①木造住宅の耐震診断費用
また、住宅用火災警報器（※1）の設置や感震ブレー
一部補助
カー（※2）を設置する。
②木造住宅の耐震改修工事
■ 家具類の転倒・落下・移動防止対策を行う。
町HP
費用一部補助
「耐震化補助事業」
また、けがの防止対策として、窓ガラスなどに飛散防
止のシートを貼る。
※1 火災警報器の設置は義務化されています。
■ 家屋の耐震診断を行う。
※2 感電ブレーカー
■ 雨戸や屋根を補強する。
地震の揺れを感知して、
自動的に電気を遮断する装置。
■ 外壁にひび割れが無いかどうか確認し、補強する。
地震により倒れた電熱機器による出火などを防ぎます。
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ふぉっとニュース

Photo news

陶芸家井口さん
千葉県伝統的工芸品指定の
「大多喜焼」を町へ寄贈
5月19日（水）、三又在住の陶芸家 井口峰幸さんより、大多喜
はいゆう だ えんばち

焼の作品「灰釉楕円鉢」が町へ寄贈されました。

ゆうやく

大多喜焼は、大多喜の土と大多喜の原料100％の釉薬を使用した
焼き物で、昨年度には千葉県伝統的工芸品に指定されています。
寄贈された作品は大多喜町観光本陣で展示中です。

飯島町長（右）へ自身が制作した
大多喜焼を手渡す井口さん（左）

令和3年度 親と子のよい歯のコンクール
久保春馬くん、雅子さん親子が優勝
5月20日（木）、親と子のよい歯のコンクールが保健センター
で行われました。同コンクールは、歯の健康が優れている幼児と
その親を表彰することにより歯科疾患予防の正しい知識を普及啓
発することを目的としています。
例年は、夷隅郡市の市町村で優勝者を決定しますが、本年度は
感染症予防のため、町内のみでコンクールを開催しました。
はる ま

まさ こ

優勝者は久保春 馬くん、雅 子さんでした。おめでとうございます。

優勝した春馬くん（中央）、
雅子（右）
さん親子

町野球愛好会春季大会 ポピンズが優勝
夷隅郡民体育大会・夷隅郡市支部大会への切符を掴む
5月23日（日）、B＆G海洋センター野球場で、大多喜町野球愛
好会春季大会が開催されました。昨年は、新型コロナウイルス感
染防止のため、中止となりましたが、今年は県野球協会の感染防
止マニュアルをもとに実施しました。
この春から5チーム中、2チームが休部となってしまいました
が、五月晴れのもと、3チームによる熱戦が繰り広げられまし
た。試合の結果、ポピンズが優勝し、7月4日（日）に開催される
夷隅郡民体育大会と、秋のC級夷隅郡市支部大会への出場権を獲
得しました。
大多喜町は地域行事や仕事などで人数が十分に集まらないチー
ムもありますが、夷隅郡市大会、さらには県大会を目指してがん
ばっています。
新規加入チームをお待ちしています！！
大多喜町野球愛好会 会長 苅米 和幸
春季大会

ポピンズ（守備）VSクラフト（攻撃）の
白熱した試合

試合結果
とんねるず

とんねるず
クラフト

0－5

ポピンズ

3－0

クラフト

ポピンズ

試合結果

5－0

0－3

1勝1敗

5－12

0勝2敗

12－5

2勝0敗

優勝を喜ぶポピンズのメンバー
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新型コロナワクチン接種が進んでいます

町では、5月18日（火）から町内在住の65歳以上の希望者を対象に、新型コロナワクチンの集団接種
を開始しています。終了時期は7月下旬の見込みです。また、並行して、17～64歳の基礎疾患を有する
方へ接種を始めます。
スムーズに接種を進めるため、接種していただく日時を町で指定し、ご案内 をしています。ご都
合が合わない場合は、電話で日時の変更ができます。

1

接種スケジュール（予定）

対象者

6月

7月

8月

9月～

接種（1回目）

65歳～79歳の方

接種（2回目）
接種（1回目）

17歳～64の基礎疾患を有する方

接種（2回目）
接種（1回目）

17歳～64歳の上記以外の方

接種（2回目）

■ 接種年齢は令和4年3月31日時点になります。
■ 接種希望の施設入所者 ・ 80歳以上の方への接種はおおむね終了しています。
■ 12歳～16歳の方の接種スケジュールは調整中です。

2

接種の流れ

①ワクチン接種希望調査票が届きます

対象の方へ町から、
「新型コロナワクチン接種のお知らせ」、
「新型コロナワクチン
接種希望調査票」が送付されます。
※6月7日に40歳～64歳の方、6月11日に17～39歳の方へ発送しました。

接種日時の変更
をご希望の方は
予防接種推進室
へお電話をお願
いします。

②希望調査票を提出します
（全員）

接種希望の有無を記入し、同封の茶封筒に入れ、役場へ返送してください。

③接種券（クーポン券）
と予診票が届きます

接種希望者に、町より
「予約票（接種指定日時のご案内）
」
、
「接種券（クーポン券）
」
、
「予診票（1回目）」、
「説明書（2枚）」が送付されます。
※17歳～64歳の方への接種券の発送は7月中を予定しています。

④接種1回目

予約票に指定された日時に接種会場（B&G海洋センター）へお越しください。

⑤接種2回目

3週間後、指定された日時に接種会場（B&G海洋センター）へお越しください。

3

接種当日の持ち物

①予約票
②接種券（クーポン券）

切り離さず、台紙ごとお持ちく
ださい。

4

接種当日の服装

半袖のTシャツなど、肩
を出しやすい服装でお越
しください。

③予診票（ピンクの用紙）

必ず記入をお願いします。

④身分証
運転免許証、健康保険証など

大多喜町新型コロナウイルス接種相談窓口

5

接種前にご自宅で体
温を測定し、明らか
な発熱がある場合や
体調の悪い場合など
は接種をお控えくだ
さい。

キャンセル待ち登録

町では、当日キャンセルとなっ
たワクチンを有効活用するため、
キャンセル待ち登録を受け付けて
います。
対象は60歳以上の方です。登
録を希望される方は、予防接種
推進室へ電話で申込みをお願い
します。

予防接種推進室（コールセンター）☎82−2165 受付時間：平日8時30分～17時15分
5
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令和元年房総半島台風でご自宅に被害を受けた方へ
住宅金融支援機構では、
災害復興住宅融資を受け付けています。
申込受付期間は “り災日より2年間” となっており、
締め切りが迫っております。
詳しくはお客さまコールセンター 災害専用ダイヤルまでご連絡ください。
問合せ

住宅金融支援機構 お客さまコールセンター
災害専用ダイヤル ☎0120－086－353

B&G海洋センタープール

施設利用中止のお知らせ

例年、7月1日から8月31日の間にご利用いただいている海洋センタープールは、新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止のため、
本年度の施設利用を中止します。
利用者の安全を最優先させていただきたく、
ご理解ご協力をお願いいたします。
問合せ

B&G海洋センター

☎82－2462

水辺の活動を楽しむために
水難事故に気を付けましょう
夏に向けて、水辺に涼を求め、レジャーを楽しむ機会が増えるとともに、水辺の事故も増えてい
きます。水辺で楽しく安全に活動するために、
次のことに気を付けましょう。
1
2
3
4
5

水辺で遊ぶ前に「天気予報を確認しよう！」
水辺で遊ぶときは「ライフジャケットを着よう！」
水辺で遊ぶときは「一人で行かない！」
溺れている人がいたら「飛び込まず助けを呼ぼう！」
水に落ちたら「あわてず、浮いて助けを待とう！」

もしも水に落ちてしまったら
■服は着たまま
服や靴は空気を含んでいるため、身体を浮きやすくし、
体温の低下を防ぐ効果があります。
■あわてずに力を抜く
あわてず、力を抜いて身体を大の字にして浮きます。上を向いて胸を張ると浮きやすくなります。
■無理に泳がない
救助が来るまでに時間がかかる場合も多いので、無理に泳いだりせず、身体を浮かせて体力を
温存するようにしましょう。

溺れている人を見つけたら
■まずは落ち着く
周りの人にも協力を求めましょう。川の場合は消防119番へ、海の場合は海上保安庁118番へ。
■水に入って救助しない
溺れている人がパニック状態だと、助けに入った人を掴んで離さなくなります。助けに入った
人が亡くなるような事故につながりかねないので、
陸からの救助を優先的に考えましょう。
■浮くものを投げる
浮き輪や大きめのペットボトルなど浮きそうなものを投げましょう。溺れている人は視野も
狭いので、
なるべく顔の近くに投げましょう。
問合せ

B&G海洋センター

☎82－2462
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昨年に引き続き「新しい生活様式」に合わせた熱中症予防行動を
環境省では、暑さ指数（WBGT）と熱中症アラートの情報提供を行っています。熱中症アラート
が発表されたときは、
以下のことに注意して、
行動しましょう。
熱中症警戒アラート発表時の熱中症予防行動
1 外出はできるだけ控え、
暑さを避ける
昼夜を問わず、エアコンなどを使用して部屋の温度を調整
する。不要不急の外出はできるだけ避ける。
2 熱中症リスクが高い人への声かけ
高齢者、子ども、持病のある方などへエアコンの使用（夜
間を含む）やこまめな水分補給などを行うよう、声かけを
する。
3 普段以上に「熱中症予防行動」を実践
喉が渇く前にこまめに水分補給をし、涼しい服装をする。
屋外で人と十分な距離（2メートル以上）を確保できる場
合は適宜マスクを外す。
4 外での運動は、
原則、
中止／延期
暑さ指数（WBGT）に応じて屋外や、エアコンなどが設置
されていない屋内での運動は、
原則、
中止や延期をする。
5 暑さ指数（WBGT）を確認する
暑さ指数（WBGT）は時間帯や場所によって大きく異なる
ことに注意し、
身の回りの暑さ指数を行動の目安にする。
問合せ

健康福祉課

保健予防係

☎82−2168

環境省LINE
公式アカウント

暑さ指数とは（WBGT）
ふくしゃ

「湿度」、
「日射・輻射など周辺の
熱環境」、
「気温」の３つを取り
入れた指標。

新型コロナウイルス感染症の影響による
介護保険料の減免のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、申請により減免できる場合があ
ります。
対象となる方
次のいずれかに該当する、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯の第１号被保険者
が対象となります。
①属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第１号被保険者
②属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、
不動産収入、
山林収入または給与収入の減少が見
込まれる第１号被保険者
対象となる介護保険料
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限がある介護保険料
申請手続など
減免申請書に必要事項を記載し、廃業届、解雇通知、事業主などによる証明書、給付明細書な
どの写しまたはその他証明できる書類を添付し、
提出してください。
※申請を受けてから減免の可否判定を通知します。
申請前に可否判定をお伝えすることはありません。
問合せ
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☎82－2168（内線261）

厚生労働省から大切なお知らせ

ひとり親世帯の支援 のため、

ひとり親のご家庭へ

新たな給付金の支給を実施するよ!

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）のご案内
1 支給対象者
■ ①～③のいずれかに該当する方
① 令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方
② 公的年金などを受給していることにより、令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
（「公的年金など」には、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します）
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給し
ている方と同じ水準となっている方

2 支給額

児童1人あたり 一律5万円
3 給付金の支給手続き
① 令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方（1 支給対象者①に該当する方）
▶ 給付金は､申請不要で受け取れます。
▶ 5月に、令和3年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みました。
【注意】
※ 給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を返送してください。
※ 児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が
出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
② ①以外の方（1 支給対象者②または③のいずれかに該当する方）
▶ 給付金を受け取るには、申請が必要です。
▶ 申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに役場健康福祉課の窓口に直接､または
郵送でご提出ください。
▶ 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に可能な限り速やかに
振り込みます。
1 給付金の申請手続き
ひとり親
世帯

大多喜町役場の窓口に直接、
または郵送でご提出ください

千葉県

2 指定口座へ振込み

！
問合せ

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金｣ の“振り込め詐欺”や
“個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な
電話や郵便があった場合は、役場や最寄りの警察署、
または警察相談専用電話(#9110)に
ご連絡ください。
大多喜幹部交番 ☎ 82−2024
勝浦警察署 ☎ 73−0110

厚生労働省 コールセンター
役場 健康福祉課 保健予防係
子育て世帯生活支援特別給付金

☎ 0120−400−903 （受付時間 平日9時～18時）
☎ 82−2168
ひとり親世帯分

で検索
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厚生労働省から大切なお知らせ

子育て世帯の支援のため､

ひとり親世帯でない方へ

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

臨時の給付金の支給を実施
するよ!

1 支給対象者
■
①
②

①、②の両方に当てはまる方（ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）
令和3年3月31日時点で18歳未満の児童（障がい児の場合､20歳未満）を養育する父母など
※令和4年2月末までに生まれた新生児なども対象になります。
令和３年度 住民税（均等割）が非課税の方または、令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民
税非課税相当の収入となった方

2 支給額

児童1人あたり 一律5万円

支給にあたっては､申請が不要な場合と必要な場合がありますので、「3 給付金の支給手続き」を
ご覧ください。（7月以降の予定） 詳しい申請方法は、町ホームページ「子育て世帯生活支援特
別給付金（その他の世帯分）」をご確認ください。

3 給付金の支給手続き
令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
▶ 給付金は､申請不要で受け取れます。7月上旬に通知文と受給拒否届出書を送付します。
▶ 市区町村ごとに可能な限り速やかに､令和3年4月分の児童手当または、特別児童扶養手当を支給
している口座に振り込みます。
【注意】
※ 給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を返送してください。
※ 児童手当または特別児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金
の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。

①

②

①以外の方（例 : 高校生のみ養育している方、収入が急変した方）
▶ 給付金を受け取るには､申請が必要です。（7月以降の予定）
▶ 申請書に振込先口座などを記入して､必要書類とともに役場健康福祉課の窓口に直接､または郵送
でご提出ください。詳細は、町ホームページでご確認をお願いします。
▶ 給付金の支給要件に該当する方に対して､申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
1 給付金の申請手続き

給付金
対象の方

大多喜町役場の窓口に直接、
または郵送でご提出ください

大多喜町
健康福祉課

2 指定口座へ振込み

！
問合せ

「子育て世帯生活支援特別給付金｣の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な
電話や郵便があった場合は、役場や最寄りの警察署、または警察相談専用電話（#9110）に
ご連絡ください。
大多喜幹部交番 ☎ 82−2024
勝浦警察署 ☎ 73−0110

厚生労働省 コールセンター
☎ 0120−811−166 （受付時間 平日9時～18時）
役場 健康福祉課 保健予防係 ☎ 82−2168
子育て世帯生活支援特別給付金
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提出をお忘れなく！
児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得状況届
「児童扶養手当現況届」と「特別児童扶養手当所得状況届」を次の日程で受け付けます。
これは、
児童扶養手当では10月以降から1年間の手当、
特別児童扶養手当では8月分以降の1年間
の手当を受けられるか審査するものです。手続きをしない場合、
以後の手当が受けられなくなりま
すのでご注意ください。なお、
手続方法については、
事前に通知書でお知らせします。
■ 児童扶養手当現況届
提出日 7月30日（金）
～ 8月31日（火）
※土・日・祝日は除く
持ち物 通知書、
印鑑、
手当証書、
健康保険証など
■ 特別児童扶養手当所得状況届
提出日 8月12日（木）
～ 9月13日（月）
※土・日・祝日は除く
持ち物 通知書、
印鑑、
手当証書、
マイナンバーカードやマイナンバー記載書類など
※代理での申請はできません。必ず受給資格者本人が手続きをしてください。
■ 児童扶養手当・特別児童扶養手当とは
町では、
ひとり親家庭や障がい児のための手当を設けています。いずれも支給要件や所得
制限がありますので、
詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。
■ 児童扶養手当の対象者
父母の離婚などによって父または母と生計を同じくしていない18歳未満の児童を養育
している母子・父子家庭など（障害年金以外の公的年金を受給している場合は対象外）
■ 特別児童扶養手当の対象者
知的障がいまたは身体障がいの状態にある児童を養育している保護者など
問合せ 健康福祉課 保健予防係 ☎82−2168

令和3年度歯周病検診実施のお知らせ
町では、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、
歯周病検診を実施しています。
大多喜町に住所があり、
令和3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。
年 齢
生年月日
対象者

昭和55年4月1日～56年3月31日生

51歳

昭和45年4月1日～46年3月31日生

61歳

昭和35年4月1日～36年3月31日生

71歳

昭和25年4月1日～26年3月31日生

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。

自己負担金

6月１日（火）
～11月30日（火）までの6か月間

実施期間
申込み・受診方法

実施医療機関

41歳

健康福祉課で「歯周病検診票」をお受け取りの上、夷隅郡市歯科医師会に
加入している歯科医院に予約をして、
検診を受けてください。
歯科医院名（順不同）

住所

電話番号

おおたき歯科医院

大多喜町船子124-1

82-3411

さとう歯科医院

大多喜町新丁99

82-2884

若 菜 歯 科 医 院

大多喜町大多喜248

82-2918

※上記以外でも夷隅郡市歯科医師会に加入している歯科医院で受けられま
す。歯科医院のリストは、夷隅郡市歯科医師会ホームページに掲載されてい
ます。ご不明な点がありましたら、
健康福祉課までお問い合わせください。
申込み・問合せ

健康福祉課

保健予防係

☎82−2168（内線263～265）
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「ちば障害者等用駐車区画利用証制度」がスタートします
7月より、
公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」の適正利用を図り、
障がい者、
介護が必要な高齢者、
妊産婦、
けが人など、
歩行が困難な方が同区画を利用しやすくなる
よう、
県や市町村が利用証を交付する制度がスタートします。
詳しくは、
千葉県または役場健康福祉課までお問い合わせください。
■利用対象者
日常生活において、障がいなどを理由に歩行が困難であ
ると認められる方。
例：障がい者、
高齢者、
難病患者、
妊産婦、
けが人
※具体的な基準については、
お問い合わせください。
障害者等用駐車区画（図１）
■利用可能な駐車区画
公共施設や商業施設（ショッピングセンターなど）に設
置されている障害者等用駐車区画（図１）での利用が可
能です。
■利用証の掲示について
障害者等用駐車区画に駐車するときは、ルームミラーに
利用証を掛けるなど、外から見えるように掲示（図２）
してください。

車内での掲示例（図２）

■利用証の交付について
千葉県（郵送のみ）、最寄りの市町村（窓口）で、交付しま
す。申請の際は、申請書とともに、障害者手帳などの確
認書類の提示が必要です。

問合せ

千葉県 健康福祉指導課 ☎043−223−3924
健康福祉課 社会福祉係 ☎82−2168
利用証の例

身体障がい者相談員による相談会
7月の相談日

7月20日（火）

内容 身体障がい者の日常生活での困りごと、
諸手続きなど
会場 大多喜老人福祉センター
※希望される相談日の2日前までに相談日時をご予約ください。
※新型コロナウイルスの感染状況により、
変更や中止となる場合があります。
予約受付

11

大多喜町社会福祉協議会
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☎82－4969
☎82－2168

縁結びinおおたき

結婚相談員のコーディネートによる１対１のお見合い参加者を募集しています
■募集期間 受付中（お見合いは、
ご希望に沿う方がいた方から随時実施します）
■登録者数 5月1日現在の登録者数
男性13名 女性6名
■参加資格 町内在住・在勤で独身の方（20歳〜60歳）
※今後大多喜町に住む予定の独身の方も含みます。
※
「独身の方」とは、
シングルマザー、
シングルファザーを含みます。
実施手順
①各地区の結婚相談員（民生委員）もしくは役場にご連絡いただき、
プロフィー
ルや相手に求める条件、写真を提供いただきます。
②ご希望に沿う相手がいた場合に、お見合い相手の方の情報と写真をご確認い
ただきます。
③双方がお見合いの実施を希望した場合、結婚相談員コーディネートのもとお
見合いを実施します。実施場所は参加者と相談の上、
決定します。

問合せ

企画課

地域振興係

☎82－2112

行政相談所をご活用ください
磯野健さん（三又）と岩佐秀樹さん（泉水）は、総務大臣から行政相談委員として委嘱されてお
り、大多喜老人福祉センターで定期的に行政相談所を開設しています。
毎日の暮らしの中で、国の仕事などについての要望や問い合わせがありましたらお気軽にご相
談ください。公平な立場から助言や関係行政機関への通知などの活動を行います。
例えば、次のような国の行政全般の相談に対応し、
解決に導きます。
・国道に危険箇所があるので、早く改修してほしい。

国

道 ・分かりにくい案内標識を改善してほしい。

郵

政 ・郵便ポストが遠くて不便なので、近くに設置してほしい。

・車の往来が激しい国道に横断歩道がないので、作ってほしい。

・長時間労働を強いられているので、労働時間などの労働条件について会社を指導し、
改善してほしい。
相談窓口 ・手続きや申請をどこにしたらいいのか分からないので、教えてほしい。

雇

用

相談は無料で秘密は固く守られます。申し出は口頭、
電話、
手紙などで受け付けています。
詳しくは、以下までお問い合わせください。
問合せ

大多喜町社会福祉協議会

☎82－4969

役場

総務課

総務係

☎82－2111

「自筆証書遺言書保管制度」をご活用ください
法務局では、令和2年7月10日に自分で書いた自筆証書遺言書を保管する制度が開始されまし
た。近年、
親族間の相続トラブルを回避するために、
遺言書を作成することが注目されています。
ぜひ、
当制度をご活用ください。
■対象者
大多喜町に住所地、
本籍地または所有不動産がある方
■申請方法
法務省ホームページ
申請方法は、
法務省ホームページをご覧ください。
申請する場合は、
電話またはインターネットで予約してから、
ご来庁願います。
遺言書の内容の相談には応じることができませんので、
ご了承願います。
問合せ
千葉地方法務局 茂原支局 総務係 ☎0475－24－2188
※8時30分～17時15分（土日・休日を除く）

法務局手続案内予約
サービス専用ページ
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令和3年度まちづくり提言事業
第2次審査結果のお知らせ
町では、町民が主体となり、町の地域資源の活用または定住や交流人口の増加を図ることを目
的とした「公益性のあるまちづくり提言事業の募集」を4月に行ったところ、以下の団体から提案
がありました。
提案のありました事業について団体の関係者を交え審査を行った結果、補助対象とすることで
決定しましたのでお知らせします。
採択団体
団体名

事業の概要

寺子屋実行委員会

子供たちの体験を主としたイベント。体感し学びの場を作る。ワーク
ショップなどを設け、
子供たちが体験とともに触れ合う場を提供する。

※審査内容については、
公表いたしませんのでご了承ください。
問合せ

企画課

地域振興係

☎82−2112

国民年金保険料免除などの申請受付

7月1日から開始

経済的な理由など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。
令和3年度の免除などの受付は7月1日（木）から開始され、令和３年7月分から令和４年6月分
までの期間を対象として審査を行います。
申請が遅れても最大2年１か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」をご利用ください。
問合せ

税務住民課 保険年金係
千葉年金事務所

☎82−2122
☎043−242−6320

国民健康保険税の納付は8月2日までです
7月は、国民健康保険税の納付月です。
8月2日（月）まで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、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。
なお、今年度より、全期分の納付書を廃止いたしましたので全期分の納付を
希望する場合は、1期から8期までの納付書を金融機関、コンビニエンスストア
などへまとめてお出しください。
（口座振替については今までどおり全期分振替可能です）
ご不明な点がありましたら、
税務住民課までお問い合わせください。
問合せ
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☎82−2122

無人ヘリコプターによる
水稲航空防除を実施します
良質な米を生産するため、
薬剤の飛散が少ない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・周辺住民の方は、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14日（水）、15日（木）
■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 14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
15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

万が一、人体に農薬がかかったと思われる場合

＜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、田の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。
＜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、周辺道路に駐車せず、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。

＜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＞
・農薬が付着した衣類、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。
・見た目の変化があり、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。

＜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、３週間家畜に与
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。

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、役場農林課へお知らせください。

防除当日実施本部
7月14日、15日いずれも上瀑ふれあいセンターを
予定しています。
問合せ

大多喜町航空防除協議会（役場農林課内）
☎82－2535（内線272）
夷隅郡市植物防疫協会 ☎62－2421
広報おおたき No.634
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森林環境整備基本計画

現地調査ご協力のお願い

町では、森林環境譲与税を活用した森林整備を行うため、森林環境整備基本計画を作成していま
す。森林の現況把握のため、受注者が皆さまの林地に入らせていただく場合がございますが、
ご理解と
ご協力をお願いいたします。
なお、受注者は身分証明書を携行しております。
■現地調査期間（予定）
７月～８月
■受注者
千葉県森林組合 北部支所

☎0436－96－0004

問合せ 農林課

☎82－2535

■

耕地林務係

宝くじ桜寄贈の受入団体を募集しています

公益財団法人日本さくらの会では、宝くじの社会貢献広報事業による助成を受け、
日本を象徴する樹
木として古くから親しまれている桜の植栽、育成をすることにより豊かな自然環境、生活環境を保全す
るため、桜の若木の寄贈を受け入れていただける団体を募集しています。
町では過去に当事業を活用し、いすみ鉄道の沿線や農道脇、公園などに植栽を行った実績がありま
す。この機会に地域の活性化にお役立てください。
寄贈を希望される場合は、書類の提出が必要です。詳しくは農林課までご連絡ください。
※全国規模の事業のため、
申請本数に対し、寄贈本数が減ることがありますのでご了承ください。
■募集団体 各区、企業、個人など
■募集期間 7月9日（金）まで
■寄贈本数 原則１箇所あたり50本以上
■寄贈品種 ソメイヨシノ、
シダレザクラ、山桜、寒緋桜、河津桜など
■植栽場所 公有地（民有地の場合は、公開することを条件としています）
■配布時期 翌年1月～2月頃
問合せ 農林課 耕地林務係
☎82－2535 メールアドレス：doboku@town.otaki.lg.jp

植栽した桜（部田区）
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植栽を行った部田区環境保全組合の皆さん

初心者狩猟講習会を開催します
一般社団法人千葉県猟友会では、狩猟免許試験受験者を対象とした「初心者狩猟講習会」を開催
しています。受講は任意です。
■講習の申し込みをすると、狩猟に関するテキストや知識試験の例題集などをもらうことができます。
■講習会当日は、知識試験の講習と技能試験の実技指導を受けることができます。
講習会の詳細や申込み方法に関する問合せ
千葉県猟友会事務局 ☎043－222－6033
狩猟免許試験に関する問合せ
千葉県環境生活部自然保護課狩猟・保護班 ☎043－223－2972
夷隅地域振興事務所 地域環境保全課
☎82－2451

千葉県猟友会
ホームページ

令和3年度狩猟免許試験を実施します
令和3年度狩猟免許試験（第3回～8回）を次のとおり行います。
新型コロナウイルス感染症予防のため、例年より定員を縮小して実施します。また、申請受付時の混
雑を避けるため、事前抽選による選抜を行い、当選者のみ申請を受け付けます。

試験の日時・受付期間
区分

実施日

抽選受付期間

申請受付期間

実施する試験の
種類

第3回

8月11日
（水） 5月10日
（月）～7月5日
（月） 7月12日
（月）～7月19日
（月）

第1種銃猟、
第2種銃猟

第4回

8月12日
（木） 5月10日
（月）～7月5日
（月） 7月12日
（月）～7月19日
（月）

網猟、わな猟

第5回

8月31日
（火） 5月10日
（月）～7月5日
（月） 7月26日
（月）～8月2日
（月）

わな猟

第6回 11月20日（土） 9月23日
（木）～9月30日
（木） 10月11日
（月）～10月22日
（金）

第1種銃猟、
第2種銃猟

第7回 11月21日（日） 9月23日
（木）～9月30日
（木） 10月11日
（月）～10月22日
（金） 網猟、わな猟
第8回

1月29日
（土） 9月23日
（木）～9月30日
（木） 12月23日
（木）～1月7日
（金） わな猟
※申請受付期間は土・日・祝日を除く

■場所 千葉県射撃場（市原市古敷谷2620）
■免許手数料 申請１件5,200円（狩猟免許一部免除者3,900円）
■狩猟免許取得費用補助金
免許手数料＋講習料の2/3以内（予算の範囲）で補助する制度もありますので、
ご利用ください。
試験に関する問合せ 夷隅地域振興事務所地域環境保全課
補助制度に関する問合せ 農林課 農政係 ☎82－2535

☎82－2451
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学校紹介

部活動活動成績

大多喜高校

町内学校から
活動内容を紹介します。

新型コロナウイルス感染防止のため、令和2年度は多くの大会やコンクールが中止されました。
令和3年度は、感染防止対策をはかりながら、無観客での大会が開催されております。また、通常の部活
動にも活動制限がありましたが、少ない時間の中、生徒が工夫して練習に励み活躍しました。
4・5月の結果は、次のとおりになります。
剣 道 部
関東高等学校地区予選会
男子団体
代表決定戦
・大多喜 3－0 成東 県大会出場
関東高等学校千葉県予選会
男子団体
・1回戦 大多喜 1－1 専大松戸
代表戦により敗退
バレーボール部                   
関東高等学校地区予選会
男子
・1回戦 大多喜 2－0 長生
・2回戦 大多喜 2－1 茂原樟陽
・3回戦 大多喜 2－0 大原
・決定戦 大多喜 0－2 成東
2位で県大会出場
女子
・1回戦 大多喜 2－0 大網
・2回戦 大多喜 0－2 茂原樟陽
・3回戦 大多喜 2－0 東金商業
・決定戦 大多喜 0－2 東金
関東高等学校千葉県予選会
男子
・1回戦 大多喜 0－2 八千代
弓 道 部                         
関東高等学校地区予選会
個人戦 男子
鈴木多我（2年）、金尾悠里（2年）
県大会出場
個人戦 女子
小安花乃（2年） 県大会出場
関東高等学校千葉県予選会
個人戦 男子
鈴木多我 予選敗退
金尾悠里 7・8位決定戦進出
個人戦 女子
小安花乃 予選敗退
野 球 部                         
春季地区予選 1回戦敗退 対 長生
卓 球 部                         
関東高等学校地区予選会
男子 学校対抗
予選リーグ
・大多喜 3－1 東金
・大多喜 3－1 大原 決勝リーグへ
決勝リーグ
・大多喜 3－0 松尾
・大多喜 3－2 成東
・大多喜 2－3 東金商業
2位で県大会出場
17
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男子 シングルス
・藤平悠希（2年）、福見優吾（3年）
県大会出場
男子 ダブルス
・藤平、太田彩斗（2年）組
県大会出場
女子 学校対抗
予選リーグ
・大多喜 3－1 成東
・大多喜 2－3 長生
決勝リーグ
・大多喜 3－2 松尾
・大多喜 3－0 東金 4位
女子 シングルス
・野上莉芳（3年）
県大会出場
女子 ダブルス
・野上、藤井優美（3年）組
県大会出場
関東高等学校千葉県予選会
男子 学校対抗
・2回戦 大多喜 3－0 成田
・3回戦 大多喜 1－3 千葉商大付
男子 シングルス
・藤平 2回戦敗退
・福見 1回戦敗退
男子 ダブルス
・藤平、太田組 1回戦敗退
女子 シングルス
・野上 2回戦敗退
女子 ダブルス
・野上、藤井組 2回戦敗退
バスケットボール部
関東高等学校地区予選会 男子
・1回戦 大多喜 63－71 長生
敗者復活戦
・大多喜 45－75 茂原樟陽
関東高等学校地区予選会 女子
・1回戦 大多喜 41－101  長生
敗者復活戦
・1回戦 大多喜 85－50 茂原北陵
・2回戦 大多喜 57－77 松尾
柔 道 部
関東高等学校千葉県予選会
男子団体
・1回戦 大多喜 4－1 市立千葉
・2回戦 大多喜 1－2 市立船橋
県高校総合体育大会地区予選
個人戦
60kg
鹿間大翔（2年）準優勝 県大会出場

66kg
麻生太陽（3年）準優勝 県大会出場
73kg
吉田雄祐（3年）優勝
県大会出場
81kg
福田正和（3年）準優勝 県大会出場
陸上競技部
千葉県高校総合体育大会
男子 800ｍ
中村碧海（3年）準決勝敗退
鎌田朝陽（2年）予選敗退
古川奨（3年） 予選敗退
男子 5000ｍ
中村碧海 鶴谷勇人
（2年）予選敗退
関愛斗（2年） 予選敗退
男子 5000ｍ競歩
飯村虎之介（3年）決勝敗退
男子 4×400ｍＲ
伊大知勇翔（2年）、山崎成美（1年）
君塚優貴（2年）、古川奨（2年）予選敗退
女子 800ｍ
渡邉佳那（2年）予選敗退
渡邉寧乃（1年）予選敗退
女子 1500ｍ
佐川美月（3年）予選敗退
女子 3000ｍ
佐川美月 予選敗退
村杉心夏（2年） 予選敗退
女子 4×100ｍＲ
古川結愛（2年）、山岸優那（3年）
渡邉佳那、渡邉凜（3年）
予選敗退
女子 4×400ｍＲ
渡邉佳那、渡邉寧乃、佐川美月、
渡邉凜
予選敗退
サッカー部                      
県高校総合体育大会地区予選
・1回戦 大多喜 0－3 茂原樟陽
ソフトテニス部
関東高等学校地区予選会
個人戦 男子
渡邉瞬一（2年）、渡邉正人（3年）
県大会出場
個人戦 女子
田中あさひ（3年）、加茂葵（2年）
県大会出場
関東高等学校千葉県予選会
個人戦 男子
渡邉瞬一、渡邉正人 1回戦敗退
個人戦 女子
田中あさひ、加茂葵 1回戦敗退

今こそ免疫力アップ！
長い自粛生活が未だ続いておりますが、皆さまいかがお過ごしで
しょうか。心と身体の健康は待ったなしです。今こそ免疫力をアッ
プさせて、元気に夏を迎えましょう。
大多喜町でも5月18日（火）から65歳以上の方を対象に、新型コ
ロナワクチン接種が始まっています。体調管理に十分気をつけ、ワ
クチン接種に備えましょう。

免疫力アップ1

地域包括支援
センター
だより
No.157

笑顔で一日の始まり「おはよう」のあいさつ

鏡に向かってにっこり。一人暮らしの方は、電話で離れて暮らすご家族や、
お友達、身近な方と一緒にやってみましょう。

免疫力アップ2

自宅でできる運動でからだも心もすっきり

まずはゆっくりと深呼吸。新鮮な空気を肺にたっぷり届けましょう。
ラジオ体操やストレッチなど、なじみの体操を“テレビを見ながら”、
“お台所に
立ちながら”無理なく行いましょう。毎日続けることが大切です。

免疫力アップ3

手洗い、うがい、マスクで自分を守ろう

基本の三原則、守っていますか。食べ物に触れる前は必ず手洗いしましょう。
つい忘れがちな「手首」も手の一部です。しっかりと洗いましょう。

免疫力アップ4 「食は体づくりの源」おいしく楽しくいただく
ゆっくりとよく噛み、風味を楽しみましょう。
食の細い方は、ご自分が好きなものを一つは食べましょう。
水分は１日１～２ℓを目安に、こまめに摂ることを心がけましょう。

免疫力アップ5

今日も一日「ありがとう」睡眠をしっかりと

睡眠には快眠をサポートする「セロトニン」の働きが大切です。
“幸せホルモン”とも呼ばれ、幸せな気持ちをつくります。
■快眠のためのポイント
朝、起きたら太陽の光を浴び、たんぱく質、ビタミンＢを十分にとりましょう。
大豆製品や魚介類に多く含まれるたんぱく質は、セロトニンの材料となります。
※町ホームページでは、新型コロナウイルス感染予防のほか、
自宅でできる体操の動画などを掲載しています。
問合せ 地域包括支援センター（健康福祉課 介護保険係）
☎82－2168（内線267）

自宅でできる体操1

自宅でできる体操2

広報おおたき No.634
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申込み・問合せ

けんこうカレンダー

7月
8月

健康福祉課
保健予防係・介護保険係
☎82−2168

健康事業の予定をお知らせします。

▼

子どもの事業 （☆…受付時間）
行事名
乳幼児相談
おひさまキッズ

日
7/7
8/4
8/24

時

☆9:30～10:30

開催日

対

DV相談
障がいのある人への
差別に関する相談

月曜日～金曜日
電話相談
（月曜日～金曜日）

象

者

乳幼児とその保護者（対象者の方には個別に通
保健センター 知します）
成長発達で心配のある乳幼児とその保護者

健康相談日程表
受付時間

担当課

毎月第1・第3木曜日 14：00～15：30
電話相談
（月曜日～金曜日）
面接相談
（毎週木曜日）

エイズ相談

所

13:30～15:30

夷隅保健所（夷隅健康福祉センター）
事業名
精神保健福祉相談
（心の健康相談）

場

備考
※予約制

地域保健福祉課

専用電話 ☎︎73−0801
※面接は予約制

9：00～17：00
専用電話

☎︎73−4630

健康生活支援課

問合せ 夷隅健康福祉センター（〒299—5235 勝浦市出水1224）
☎︎73—0145 FAX：73—0904 mail：isumiho@mz.pref.chiba.lg.jp

第28回「かむ子・のびる子・元気な子」
料理コンクール作品募集
「よく噛んで食べること」の大切さと、千葉県の豊富な農水産物を使った健康メニューを広く県民の
皆さんに知っていただくことを目的としたコンクールです。
応募資格
千葉県内に在住・在勤・在学されている方
応募詳細
応募用紙は（一社）千葉県歯科衛生士会事務局にFAXで申し込むか、
歯科衛生士会ホームページからダウンロードしてください。
応募先
（一社）千葉県歯科衛生士会（〒261－0002 千葉市美浜区新港32－17）
メール：chiba-dha@rapid.ocn.ne.jp
応募締切
9月10日（金）※当日消印有効

千葉県歯科衛生士会
ホームページ

問合せ （一社）千葉県歯科衛生士会（千葉県口腔保健センター内）FAX：043－241－9903
※お問い合わせはFAXでお願いします。
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本だな

7月のスケジュール

大多喜図書館天賞文庫だより
☎82－2459

課題図書が
そろっているよ！
ぜひ、QRコードを
読み込んで
予約してみてね！

■休館日
5日、12日、19日、26日
■おしらせ
・スマホやパソコンから本の検索、

図書検索ぺージ

予約ができます。詳細は、図書
館にお尋ねください。

■課題図書
低学年（1・2年生）
・あなふさぎのジグモンタ
・そのときがくるくる
・みずをくむプリンセス
・どこからきたの おべんとう
中学年（3・4年生）
・わたしたちのカメムシずかん
・ゆりの木荘の子どもたち
・ぼくのあいぼうはカモノハシ
・カラスのいいぶん
高学年（5・6年生）
・エカシの森と子馬のポンコ
・サンドイッチクラブ
・おいで、アラスカ
・オランウータンに会いたい

・感染防止と資料の汚破損防止
のため、マイバッグの持参にご

とみなが まい（著）
すず きみえ（著）
スーザン・ヴァーデ（著）
鈴木 まもる（著）

協力をお願いします。
・館内では、本の除菌ＢＯＸ設置
や非接触型バーコードリーダー

鈴木 海花（著）
富安 陽子（著）
ミヒャエル・エングラー（著）
嶋田 泰子（著）

の活用など、感染防止対策を実
施しています。
・図書館の本は、老川出張所や西
畑出張所（農村コミュニティセ
ンター）でも返却ができます。

加藤 多一（著）
長江 優子（著）
アンナ・ウォルツ（著）
久世 濃子（著）

■購入図書
・花下に舞う（弥勒シリーズ10）
・いわいごと
・白鳥とコウモリ
・魂手形

あさの あつこ（著）
畠中 恵（著）
東野 圭吾（著）
宮部 みゆき（著）

丹念に早苗田見廻る農夫かな

時移り早苗そよぐや里景色

塩田 昭子

井守 千鶴子

初夏の風レースカーテン膨らませ 伊吹 万里

手島 澄江

ばち

春雷や心打ち抜く撥さばき

小泉 多香子

きぬ

永野 雅子

樋口 松枝

本吉 得子

山中 喜七

吉野 芳子

腕まくりして新緑の風の衣

子等達の声明るくひびくわが星の

八重の桜は今盛りなり

わらべ歌口ずさみいし故郷は

景色の中に母の顔あり

力尽きくづるるさまに紅色の

花弁散りたり庭の牡丹は

亡き妻が還る気のして朝はやく

玄関前をわが整える

抗ふと言う事なくて九十年

生き来しわれに何残りしや
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7月

July

人口と世帯

ふみづき

文月

日

曜

行

1

木

2

金

3

土

4

日

子ども習字教室

5

月

心配ごと相談（日常生活上の相談） 福祉センター

9:00～12:00

6

火

農業委員会総会

役場大会議室

14:00～

(ペット)

7

水

リズムウォーキング教室

総元体育館

14:00～

(可燃)

8

木

(缶類)

9

金

(可燃)

10

土

11

日

(休日受付)

12

月

(可燃)

13

火

支援センター

事
誕生会

場

所

みつば保育園

時

刻

10:30～11:00

ごみ収集
(不燃)
(可燃)

中央公民館

ジュニアスポーツクラブ

一緒にあそぼう(2歳児)

総元体育館

(可燃)

9:00～

みつば保育園

10:00～11:00

総元体育館

14:00～

水稲航空防除

(ペット)

水

15

木

16

金

17

土

18

日

19

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、雇 福祉センター
用保険相談）

20

火

出前保育

つぐみの森保育園 10:00～11:00

21

水

リズムウォーキング教室

総元体育館

22

木

海の日

23

金

スポーツの日

24

土

25

日

26

月

27

火

トットくらぶ

つぐみの森保育園 10:00～11:30

28

水

リズムウォーキング教室

総元体育館

29

木

（びん）

30

金

(可燃)

31

土

リズムウォーキング教室
水稲航空防除

(可燃)
（紙類・衣類）
(可燃)

５月中（人身事故件数）
発生件数

２件（

７）

死 者 数

０人（

０）

傷 者 数

４人（１０）

（

）は、１月からの累計

おおたき 119（５月中）
火災件数

14:00～

(可燃)
(ペット)
(可燃)

６）

３６件（１９５）

交通事故 ６件（ １５）
病 ２２件（１２０）
内訳 急
そ の 他 ８件（ ６０）
（

）は、１月からの累計

慶

弔（５月届）
生
亡

３人
２１人

転出入（５月届）
転
転

入
出

２３人
１１人

当番医の紹介
《夜間・日曜・祝日など》

子ども習字教室

中央公民館

10:00～11:30
(可燃)

14:00～

(ペット)
(可燃)

ごみ収集日：可燃⇒可燃ゴミ 紙類・衣類⇒新聞紙・雑誌・ダンボールなど
缶類⇒スチール・アルミ・一斗缶など 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・ポリ容器など） びん⇒飲用できるびん

こども急病電話相談 毎日夜間 午後７時～１０時
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０件（

救急件数

出
死
9:00～12:00

６）
０）
６）
０）

交通事故発生状況

10:00～11:30

14
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令和３年６月１日現在
口 ８, ６７６人（−
男
４, ２６７人（＋
女
４, ４０９人（−
世帯数 ３, ８１４世帯（＋
（ ）は、前月比
人

R3.6.24

夷隅郡市広域市町村圏
事務組合消防本部
☎８０－０１１９

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）

令和4年度採用
夷隅環境衛生組合職員募集

夷隅環境衛生組合ホームページ

問合せ・書類提出先
夷隅環境衛生組合

善意の心を
ありがとうございます
大多喜町ふるさとづくり寄附金（5月分）
申込件数 42件
申込金額 3,765,000円
なお、ホームページには寄附を公
表してもよいという方の氏名を掲載
しています。
そちらもご覧ください。

千葉県緑化推進委員会監
査

日
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町長日誌（５月）

千葉県町村会役員会

6

ＪＡバンク補助教材本贈呈
式

日

19 18

日

日

14

千 葉 県 指 定 伝 統 的工 芸 品
贈呈式

ＪＲ外房線複線化等促進
協議会監査

日

大多喜町国民健康保険運
営協議会

千葉県町村会定例会

24

町有林管理委員会

25

（〒298－0111 いすみ市万
木5番地） ☎86－2155

社会福祉協議会福祉基金
匿名
（2件） 32,000円

庶務係
日

31

日

募集職種・予定人員
一般行政職初級 若干名
受験資格
初級
平成5年4月2日～平成16年4
月1日までに生まれた者で、学
歴を問いません。
社会人経験者
昭和46年4月2日から平成5年
4月1日までに生まれた者で、学
歴を問いませんが、令和4年3
月末までにおいて、行政、民間
企業などにおける職務経験が
5年以上ある者または見込まれ
る者。
試験日時
第1次試験 9月19日
（日）
場所
夷隅環境衛生組合処理棟会議室
申請書の配布・提出先
試験申込書は7月5日（月）から
夷隅環境衛生組合で配布しま
す。
夷隅環境衛生組合ホームペー
ジからも7月5日
（月）
よりダウン
ロードできます。
郵送希望者は「試験申込書請
求」
と朱書きした封筒に、120

円切手を貼ったA4サイズの返
信用封筒（郵便番号、住所、氏
名を明記）
を同封し、送付してく
ださい。
詳しくは組合ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせく
ださい。
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Information
募

インフォメーション

集

社会福祉法人 千葉いのちの電話
第33期ボランティア相談員募集
募集資格
①年齢20歳以上
（2021年4月現在）
②資格・経験不問
③基礎研修講座に出席できる
こと
研修期間
2021年10月～2023年3月
受講料
有料
申込締切 9月17日
（金）
当日消印有効（応募用紙あり）
問合せ・申込先
社会福祉法人 千葉いのちの
電話事務局（月～金9時～17
時） ☎ 043－222－4416

収官に任用されます。
興味のある方は、東京国税局総
務部人事第二課試験係までお気
軽にお問い合わせください。
試験概要
2021年度の試験概要について
は、7月以降に人事院と国税庁
ホームページへ掲載予定です。
参考（2020年度の実施状況）
最終合格者数（全国）142名
受験資格 2020年4月1日に
おいて、大学など（短期大学
を除く）を卒業した日または
大学院の課程などを修了し
た日のうち最も古い日から起
算して8年を経過した者
試験日程
①受験申込受付期間 8月
②試験実施期間
9月～12月まで
③最終合格発表 12月下旬

※内容などの詳細は、各主催者へ
お問い合わせください。

問合せ 東京国税局 総務部
人事第二課 試験係
☎03－3542－2111
（内線2162・2169）
千葉県警察官募集

令和3年度第2回千葉県警察官
採用試験を実施します。
1次試験 9月19日
（日）
採用予定数
警察官A 男性15人程度
女性 5人程度
警察官B 男性104人程度
女性 19人程度
受験資格 ※男女共通
警察官A
昭和63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）を卒業した
方、
または、令和4年3月末日ま
でに卒業見込みの方
国税庁 職員募集
警察官B
※試験概要などの詳しい情報は、
平成3年4月2日から平成16年
人事院では、30歳以上の社会
東京国税局ホームページ「採用
4月1日までに生まれ、警察官A
人経験者を対象とした「国税庁経
関係お役立ちリンク集」をご確
の学歴に該当しない方
験者採用試験（国税調査官級）」
認ください。
受付期間
を実施しています。
6月29日
（火）～ 8月16日
（月）
採用後は、税務大学校において
問合せ 勝浦警察署 警務課
約3か月の研修後、各国税局（国
☎73－0110
税事務所）が管轄する税務署に配
採用関係お役立ちリンク集
属され、国税調査官または国税徴

建物解体

見積
無料

学校・子ども会資源回収対応致します。

連絡先

㈲妻本商店 妻本商店

鴨川本社
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ホームページ

０１２０-077-261
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検索

子育て通信

No.86

みつば保育園

野菜づくり
みつば組は、男の子9名女の子10名の計19名のにぎやかなクラスです。
5月14日（金）、食育の一環で保育園の近所のお店にナス、キュウリ、トマト、ピーマンの苗を買いに
行きました。その際、お店の方に野菜を育てるコツを伺うと、「水をちゃんとあげること、でもあげす
ぎもいけないこと」だそうです。大事に持ち帰り、保育園でプランターに植えました。普段食べている
野菜がどんな風に育つのか、どんな風に実るのか観察していきます。
愛情たっぷりに育て、たくさん収穫できたらおいしくいただきたいと思っています。

子育て支援センターからのお知らせ
6・7月生まれ誕生会
日時 7月1日（木） 10時30分～11時
場所 みつば保育園

一緒にあそぼう（2歳児)
日時 7月13日（火） 10時～11時
場所 みつば保育園

出前保育
日時 7月20日（火） 10時～11時
場所 つぐみの森保育園

トットくらぶ
日時 7月27日（火） 10時～（受付9時30分〜）
※7月20日（火）までに予約してください。
場所 つぐみの森保育園

問合せ・予約

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
広報おおたき No.634
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ぼくたちわたしたち
歯っぴいチャイルド
5月20日（木）に保健センターで行われた
3歳児健診で、むし歯のなかったお子さん
を紹介します。

3年
船山

しょう た

奨太

さん

ひろ と

りょ う

加藤 寛人ちゃん
（ 会所 ）

ぼくの夢は、プロサッカーせんしゅになること
です。なぜなら、サッカーがすきだからです。プロ
になったら、海外のせんしゅとサッカーをしてみ
たいです。

山木 涼央ちゃん
（ 台 ）

も こ

長谷川 桃子ちゃん
（ 紺屋 ）

大竹
（

え

ま

永真ちゃん
高谷 ）

3年
本吉

かん な

柑菜

さ と

さん

つかさ

實方 彩人ちゃん
（ 大多喜 ）

わたしの夢は、ディズニーダンサーになるこ
とです。なぜなら、昔からおどることがすきだっ
たからです。大人になったらおきゃくさんをもり
あげたいです。

江澤 司ちゃん
（ 松尾 ）

りょう た

み づき

浅野 涼 太ちゃん
（ 中野 ）

松浦 美月ちゃん
（ 船子 ）

お誕生日の思い出に掲載してみませんか？
（0 歳～ 3 歳のうちに 1 回）
掲載ご希望の方は誕生月の 2 か月前までに
ご連絡ください。 総務課 文書広報係 ☎ 82-2111

３歳
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鈴木

あおい

碧

ちゃん

１歳

磯野

か ほ

叶宝

ちゃん

船子

葛藤

パパ・ママからの一言
日に日にわんぱくになってき
てる碧くん。時に弟くんを泣か
せてしまったりするけど、優しい
お兄さんです。これからも元気
いっぱいに大きくなってね。

ママからの一言
元気いっぱい、笑顔いっぱ
いの家族みんなのアイドル
叶宝ちゃん。ママとパパの大
切な宝物だよ♡これからも
元気にすくすく成長してね。
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簡単おすすめレシピ 78
和風冷製オムライス

管理栄養士 金坂 直子
問合せ 健康福祉課 保健予防係
☎82−2168

ついつい作りすぎてしまったひじきの煮物で
作るオムライス。冷蔵庫で冷やしたら、夏に
ぴったり！ひんやりおいしい一品です！

【材料】（2人分）
ごはん………………………… 150g
ひじきの煮物…………………… 30g
卵………………………………… 2個
塩………………………………… 少々
サラダ油………………………… 適宜
めんつゆ（ストレート）… ……100㏄
水溶き片栗粉
（片栗粉大さじ1/2＋水大さじ1）
生姜……………………………… 適宜
【作り方】
① ひじきの煮物をみじん切りにしておく。
② ごはんとひじきの煮物を温め、混ぜ合わせる。
③ 卵を溶いて、塩を加える。
熱したフライパンに溶き卵を流し入れ、ひじきご飯
をのせてオムライスを作る。
④ 鍋にめんつゆを入れて沸騰したら、水溶き片栗粉で
とろみをつけ、オムライスにかける。
お好みでおろししょうがをのせる。

【1人分の栄養価】
エネルギー 608kcal
たんぱく質
19.6ｇ
脂質
23.7ｇ
食塩相当量
（あんかけを半分残して）
2.0ｇ

町ホームページ

「簡単おすすめレシピ」のコーナーでは、町民の方からのレシピを募集しています。
ご家庭で受け継がれている味や、手軽に作れるレシピを載せてみませんか。
レシピ提供いただける方は、健康福祉課までご連絡ください。

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
「アクアライン」

アプリ「マチイロ」

大多喜写真同好会

大久保

幸雄

さん（三又）

大多喜町Youtube
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