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これがつぶすけだーー！

（千葉県ブランド米）
関連ページ P2

稲刈り前に、鈴木さんから鎌の扱い方を教わる園児たち

協力してくれたあんじゅさん、みやびさん

コンバインでの収穫を見学し、園児から「かっこいい～！！」と歓声が上がる

自脱型コンバインに興味津々

千葉県ブランド米「粒すけ」豊作
園児 黄金色に実った稲を手刈り体験
8月25日（水）、みつば保育園・つぐみの森保育園の年長児が平塚で、稲刈りに挑戦しました。
この取り組みは、園児たちに「地域の方との交流を通じて食について学んでもらおう」
と“米作り名人”鈴
木賢司さんのご協力のもと、毎年行われているものです。今回は、4月12日（月）に園児たちが田植えをし、鈴
木さんが大切に管理してくださった「粒すけ」を収穫しました。収穫時は、鈴木さんのご家族 みやびさん（小
4）、あんじゅさん（小2）も協力してくれました。
鈴木さんに刈り方を教わり、園児たちはそれぞれ鎌を握りしめ、稲刈りに夢中。稲を一株握り、鎌で刈り取
ることができると、
「できた！！見て～！！」
と嬉しそうに稲の束を高々と上げて大喜びしていました。残暑が
厳しい中での体験でしたが、汗を流しながら収穫の喜びを味わっていました。
粒すけを初めて育てた鈴木さんは、
「8月上旬に台風が接近しましたが、粒すけだけは影響を受けません
でした。“草丈が短い”、“倒状に強い”という粒すけの強みを感じましたね。また、できたての粒すけを食べま
したが、その名の通り、粒が大きくおいしかったです。早く園児に食べてもらいたいですね。」
と話しました。
収穫したお米は、10月に各園で開催する「収穫祭」でおにぎりにして食べる予定です。園児たちは、
「早く
食べたーい！」
と今から収穫祭を楽しみにしていました。
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ふぉっとニュース

Photo news

大多喜中で夏季講習会
大多喜高校生徒 学習支援ボランティアとして参加
8月3日（火）～6日（金）の4日間、大多喜中学校で3年生を
対象に夏季講習会が開かれ、学習支援ボランティアとして、
大多喜高校の生徒1～3年生が参加しました。同講習会は、
生徒の基礎学力向上や応用力の伸長を図ることを目的に、毎
年行われています。
高校生は、国語・数学・英語・理科・社会の5教科にそれ
ぞれ分かれて担当。「わからない問題ある？」と一人ひとり
に声をかけ、生徒の目線に立ち、丁寧に解き方を説明してい
ました。
「この公式にあてはめて解くんだよ」
と
アドバイスをする大多喜高校生徒

図書館を安心して利用できるように
スリッパ除菌ボックスを設置
8月19日（木）、
「新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金」を活用し、図書館にスリッパの除菌ボックス
1台を設置しました。この除菌ボックスは、最大8足入れる
ことができ、15分間紫外線を当てることにより除菌するも
のです。
図書館では、このほかにも感染症拡大防止対策として、昨
年10月に本の除菌ボックスを2台導入しているほか、使用し
た机やいすの消毒、通行路を一方通行にするなど、皆さんに
安心して利用いただけるよう努めています。
図書館入り口に設置された除菌ボックス

熊谷千葉県知事が大多喜町を視察
町長や地元関係者と意見交換
8月27日（金）、熊谷俊人千葉県知事が大多喜町を訪れ、
観光本陣の視察と町長との意見交換を行いました。当日は、
千葉県議会の小高議員も同席されました。
はじめに、観光振興拠点の1つである観光本陣を案内し、
飯島町長から地場産品の紹介や観光地の魅力を活かした地域
づくりについて説明を行い、館内を視察していただきまし
た。
その後の意見交換の席では、交通政策の充実や森林整備の
促進などを主なテーマに、地域の振興・活性化などについて
意見が交わされました。
熊谷知事は、町の「既存の観光資源を活用する取り組み」
に強い関心を示していました。
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飯島町長（右から2番目）から観光振興に
ついて説明を受ける熊谷知事（左）

新型コロナワクチンの集団接種が終了しました
5月18日(火)から約5か月間
（46回）
にわたり、B&G海洋センターで実施した新型コロナワクチンの集団接種
は、9月21日(火)に終了となりました。町民の皆さまには、希望調査票の提出や、町が指定した日時での接種
にご協力いただき、ありがとうございました。
この集団接種には、町内の医療機関の医師の方々をはじめ、看護師、シルバー人材のスタッフなど毎回多くの
方々に従事していただき、当初の予定より早い時期に、接種を希望される町民・町内在勤者・大多喜高等学校
生徒の皆さまに受けていただくことができました。
町のワクチン接種にご協力いただいたすべての皆さまに、
心より感謝申し上げます。
※ 接種対象者：8,113人

接種希望者数
（2回接種済）
：6,642人

接種率：81.9％ （9月10日現在）

《ご協力いただいた皆さま》
町内医療機関の医師
看護師
シルバー人材センタースタッフ
人材派遣スタッフ
三育学院大学学生

11名
42名
13名
7名
8名
集団接種に従事していただいた皆さま
（希望者の接種1回目完了日である8月31日に撮影）

10月以降は医療機関での接種となります
ワクチン接種を希望される方は、予防接種推進室
へ電話でのご予約をお願いいたします。
医療機関での予約受付はしておりませんので、
ご注意ください。

町民の皆さまへのお願い
ワクチンによる新型コロナ感染症の発症や感染を予防する効果は、100％ではありません。そのた
め、
ご自身だけでなく、大切なご家族を感染から守るために、今後も感染予防対策が大切になります。
ワクチン接種した後も、感染者数を十分抑え込むことができるまでは、
「不要不急の外出を控える
こと」
「会話をするときは必ずマスクをつけること」
「密集・密閉・密接を避けること」など引き続き、
感染予防対策をお願いいたします。
特に、
ワクチンの接種対象とならないお子さんと同居されている方は、
「日頃会っていない人とは
なるべく会わない」
「町外への遠出や人混みを避ける」などを心がけていただくようお願いいたしま
す。また、
ワクチン接種を受けていない方は、接種のご検討をお願いいたします。

ワクチン接種の予約に関する問合せ
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
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令和3年度

大多喜町健康ポイント事業

町では、今年度より健康ポイント事業を実施しています。町民のみなさんが健やかな毎日を長く続けていく
ために、健康づくりを応援する事業です。
健康に関する活動に対してポイントが取得でき、5ポイントを貯めると、
「大多喜町電子地域通貨」500円分
がもらえます。

対象者

大多喜町に住む20歳以上の方

■ 健康ポイント交換までの流れ
Step1 ポイントカードをもらう

種別

がん検診
（胃・大腸・肺・前立腺・子宮・乳房）

各1P

肝炎ウイルス検診・骨粗しょう症予防検診

各1P

特定健診後の保健指導

1P

歯科検診

1P

町主催の健康づくり支援事業や介護
予防事業への参加

各1P

習慣

3 か月以上の継続している個人の健康
づくりへの取り組み（例：運動の継
続、食生活の改善、血圧管理、体重
管理など）

各1P

一人ひとりが健康づくりに
取り組んで健康寿命を
伸ばそう！
問合せ 健康福祉課

保健予防係

☎82－2168

令和4年成人式開催のご案内
令和4年1月8日
（土）午前10時から、大多喜町成人
式を中央公民館ホールで開催します。
対象者は、平成13年4月2日から平成14年4月1日ま
でに出生された方で、10月中にはがきでご案内を差し
上げます。
町外へ転出された新成人については、お手
数をおかけしますが、
ご住所などを生涯学習課までご
連絡をいただきますようお願いします。
20歳の門出を祝福する式典ですので、ぜひご出席
ください。
なお、新型コロナウイルスの感染状況によっては内
容などを変更させていただく場合がございます。その際は、
改めてお知らせします。
問合せ
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生涯学習課（中央公民館） ☎82－3188
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ポイント

イベント

Step3 特典と交換
5ポイント貯まったら、ポイントカードと地
域通貨カードまたはアプリを持って、役場
健康福祉課窓口へお越しください。
「大多
喜町電子地域通貨」500円分をチャージし
ます。
（ 付与から90 日間有効 ）
交換は1年度につき1人1回のみで、令和4年
3月31日までにカードを提出してください。

ポイント対象活動

特定健診などの生活習慣病予防のた
2P
めの健康診査
（必須）
健診

対象となる保健事業
（右表を参照）に参
加した際、
または実施した後にポイントを
つけます。
※健康診査は必ず実施してください。
（ 結果を町に提出してください ）
※個人の取り組みは、ポイントカードに内
容を記入してください。

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

■ 対象の保健事業

役場
（健康福祉課）
または特定健診会場
でもらいましょう。
Step2 ポイントをためる

期間

メール：shougaku@town.otaki.lg.jp

大多喜町電子地域通貨
プレミアムポイント10％ 付与キャンペーン実施中！

問合せ
財政課 財政係
☎ 82−2152

大多喜町電子地域通貨は、町内の加盟店で利用できる、町が発行する電子
通貨です。カードまたはアプリを利用し、1ポイント＝1円として買い物ができ
ます。
4月に通常チャージの開始を記念し、チャージ金額に対して10％のプレミア
ムポイント付与のキャンペーンを実施しておりましたが、予算を追加し、引き
続き行っています。地域通貨カードには、
キャンペーンなどのプレミアムポイン
トを除き、最大100,000円までチャージが可能です。
■ キャンペーン対象
1人ひと月に10万円まで
※ 地域通貨には保有上限があります。
プレミアム分や、その他のキャンペーン分を除き、10万円を超えての保有はできません。
■ プレミアムポイント付与率
10％（１万円のチャージで1,000ポイント付与）
■ プレミアムポイントなどの有効期限
①プレミアムポイント有効期限 ： 令和4年2月末日
②チャージ金額有効期限
： 最後にチャージした日から１年
※ チャージには、ポイントを付与する地域通貨カードまたはアプリを入れた端末が必要になります。

チャージのOK例

チャージのNG例

①・② のどちらもひと月のチャージ合計額が
100,000円以内なので○

ひと月のチャージの合計額が100,000円を
超えるため×

①

入学祝ポイント
（※）
残高 50,000円

②

チャージ
残高 60,000円
プレミアムポイント
残高 6,000円

+

チャージ
追加 100,000円
プレミアムポイント
追加 10,000円

+

チャージ
追加 40,000円
プレミアムポイント
追加 4,000円

チャージ
残高 51,000円

+

チャージ
追加 50,000円
プレミアムポイント
追加 5,000円

※入学祝ポイント ：今年度より、小学校への
入学祝いとして50,000ptを対象者へ支給。

地域通貨チャージ窓口
■ 大多喜町役場 財政課窓口
■ 観光本陣 商工観光課窓口
■ 道の駅たけゆらの里おおたき

9時～16時30分
9時～16時30分
営業時間内

■ 移動スーパーまごころ便

営業時間内

NEW

【ios】
地域通貨アプリ
chiica

【Android】
地域通貨アプリ
chiica
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令和4年1月16日は大多喜町長選挙の投票日です
大多喜町選挙管理委員会では、令和4年1月28日に任期が満了する大多喜町長の選挙日程を決定しまし
たのでお知らせします。
■ 投票日 令和4年1月16日（日）
午前7時～午後8時
■ 立候補予定者説明会
日 時 令和3年11月25日（木） 午後2時～
場 所 役場本庁舎 第１・第２会議室
■ 立候補届出日
日 時 令和4年1月11日（火）
午前8時30分～午後5時
場 所 役場中庁舎 保健センター

■ 期日前投票・不在者投票
日程 令和4年1月12日（水）
～1月15日（土）
午前8時30分～午後8時
※ 各投票所や投票についての詳しい内容は、12月
下旬に配布する広報1月号へ掲載予定です。
問合せ 大多喜町選挙管理委員会（役場総務課内）
☎82－2111

選挙における投票立会人の事前登録希望者を募集します
大多喜町選挙管理委員会では、選挙を身近に感じてもらうため、各選挙における投票立会人の事前登
録希望者を募集します。申し込みをし、登録をされた方は、選挙時に選挙管理委員会から投票立会人の依
頼をさせていただきます。
投票立会人とは、投票管理者のもとにおいて、投票事務の公平を確保するため公益代表として投票事
務全般に立ち会う重要な職責を有するものです。
投票立会人の主な内容と投票立会人の申し込み方法などは次のとおりです。
■ 主な内容
・ 投票用紙の交付、投函、持ち帰りなどの
誤りがないかの確認
・ 投票開始時に投票箱に何も入っていない
ことの確認
・ 投票箱が施錠されていることの確認
・ 投票録への署名
■ 立ち会いの日時・場所
・ 投票日
午前7時～午後8時
町内各投票所（1投票所あたり2名）
・ 期日前投票
公示（告示）の翌日から投票日前日まで
の土日、祝日で希望する日
午前8時30分～午後8時
役場内（1日あたり2名）
※ 期日前投票期間は選挙の種類により異な
ります。

■ 応募資格
大多喜町の選挙人名簿に登録されており、選挙権
を有する方
※ 当該選挙の公職の候補者は選任されません。
■ 申込方法
所定の申込書に必要事項を記入のうえ、大多喜
町選挙管理委員会へ提出してください。申込書は
町選挙管理委員会または町のホームページから
取得できます。申し込みは随時受け付けています
が、申し込みが選挙期日に近い場合は直近の選
挙の対象にならない場合があります。
■ 来年の選挙の予定
令和4年1月16日（日）
大多喜町長選挙
令和4年7月（期日未定）
参議院議員通常選挙

■ 報酬 投票日
10,800円／日
期日前投票 9,600円／日
問合せ
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大多喜町選挙管理委員会（役場総務課内） ☎82－2111
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新型コロナウイルス感染症にかかる
傷病手当金を支給します
大多喜町国民健康保険および、千葉県後期高齢者医療制度の被保険者が、
「新型コロナウイルス感
染症に感染」または「発熱などの症状があり、感染が疑われることにより会社を休み、事業主から給与
などが受けられない」場合、傷病手当金を支給します。
■ 対象者
給与などの支払いを受けている大多喜町国民健康保険および、千
葉県後期高齢者医療制度の被保険者で、
新型コロナウイルス感染症
に感染、
または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために
労務に服することができない方
■ 支給対象となる日
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した
日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
■ 支給額
日当たりの支給額（直近の継続した3か月間の給与収入額の合計÷就労日数×2/3）×日数
※給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額を調整し、支給されない場合があり
ます。
■ 適用期間
令和2年1月1日から令和3年12月31日の間で療養のため労務に服することができない期間
（ただし、入院が継続する場合は、１年6か月まで）
■ 申請方法
支給を受けるためには申請が必要です。申請には、被保険者記入用の申請書のほか、事業主、医療
機関に記入いただく申請書が必要となります。
詳しくは、
税務住民課までお問い合わせください。
問合せ 税務住民課 保険年金係 ☎82－2122 （内線250・251）

みんなの年金

国民年金基金からのお知らせ

国民年金基金は、自営業者やフリーランスなど国民年金の１号被保険者の方々が、ゆとりあ
る老後を過ごせるよう、国民年金に上乗せする公的な年金です。
60歳以上65歳未満の方や海外に居住されている方で、国民年金に任意加入されている方も加
入できます。
基本は終身年金なので、生涯にわたって年金を受け取ることができます。
支払った掛金は全額、社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。
問合せ

全国国民年金基金千葉支部

☎043−221−6370
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労働委員会からのお知らせ
雇用のトラブルはまず相談を
千葉県労働委員会では、個々の労働者と使用者の間で生じた「解雇」・「パワハラ」・「労働条件の不
利益変更などの労働関係のトラブル」について、労働委員会の委員が間に入って、双方の歩み寄りによ
る円満な解決を目指す「個別的労使紛争のあっせん」を行っています。
あっせんは無料で、労働者、使用者どちらからでも申請できます。あっせんを希望される方は、
お気軽
にお問い合わせください。
問合せ・申請先 千葉県労働委員会事務局（千葉県庁南庁舎7階） ☎043－223－3735

空き家バンク

ポスター・コンテスト開催
■ 作品募集

令和3年10月12日～令和4年1月14日（必着）

■ テーマ（いずれか）
①大多喜町空き家バンクのPR（登録促進、利用促進）
②喜びあふれる大多喜町暮らしのPR（郷土愛醸成、移住定住促進）
■ 応募要件 実際のポスター、チラシ、広報などで使用されてよいもの。
A３サイズ。作品はデジタル、手書き、合成でもOK。
標語、喜びロゴ、空き家バンクQRコードを含めること。
その空き家、
活用しませんか
ポスター例

大多喜町
空き家バンク

■ 募集部門
■ 表彰
■ 提出方法

中高生、大学生・一般
最優秀賞、優秀賞、特別賞（賞金額は各部門1～5万円を予定）
応募票を作品に添えて持参、郵送またはメール
※ロゴ、QRコード、応募票はコンテスト専用ページからダウンロード
できます。

問合せ 商工観光課 交流促進係
（〒298−0216 大多喜町大多喜270−1 観光本陣内）
☎ 82−2176 Eメール koryu@town.otaki.lg.jp
ポスター・コンテスト専用ページ
https://www.town.otaki.chiba.jp/index.cfm/9,20132,56,html
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令和3年度大多喜町文化祭

開催中止のお知らせ

毎年、11月3日文化の日にあわせて開催しております大多喜町文化祭につきましては、新型コロナ
ウイルス感染症の感染リスクを避けることが難しいと判断し、中止とさせていただきます。
毎年、
ご来場いただいております皆さまには誠に申し訳ありませんが、
ご理解いただきますようお願
い申し上げます。
問合せ 大多喜町文化団体連絡協議会事務局（中央公民館内） ☎82－3188

10月18日～24日は行政相談週間です
毎日の暮らしで困っていることはありませんか。行政相談委員が、行政に関する身近な相談を受付
けて、公正・中立な立場から問題解決のお手伝いをします。
例えば、
・ 歩道の障害物の撤去をして欲しい
・ 水路やため池に防護柵を設置して欲しい
・ 年金事務の手続きを簡単にできないの？
…など、疑問に思うことや要望を相談で受け付けております。
行政相談は、毎月1回社会福祉協議会が行う「心配ごと相談」の中
で行っておりますので、
ご利用ください。相談は無料で、秘密は厳守いたします。
問合せ 大多喜町社会福祉協議会
大多喜町役場 総務課

☎82－4969
☎82－2111

地域の方々と共に整備して
庄司の町道が通りやすくなりました
8月4日（水）、庄司地先の町道で、張り出し通行の支
障となっている樹木を、地域の方々のご協力をいただき
伐採しました。
これまで樹木に囲まれ、
うっそうとしていていました
が、道路が見違えるように明るくなり、車両の通行もス
ムーズになりました。
今後も地域の皆さまのご協力をいただき、通行の支
障となる道路に張り出した樹木の整備を行っていきま
す。ご希望の地域がありましたら建設課までご相談くだ
さい。

問合せ 建設課

管理係

作業前

☎82－2115
作業後
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インフルエンザの予防接種を受けましょう
インフルエンザは空気中に拡散されたウイルスによって感染します。
インフルエンザにかかると咳、鼻水などの症状に加え、高熱、頭痛、関節
痛、筋肉痛などの症状が現れることがあります。インフルエンザは普通
のかぜに比べて症状が強いのが特徴です。また、気管支炎や肺炎などを
合併し、重症化することがあります。
町では高齢者の方へインフルエンザの予防接種費用の公費助成を
行っています。
■ 接種期間

10月～12月

■ 対象者

①満65歳以上の高齢者
②60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活
活動が極度に制限される程度の障がいを有する方および、ヒト免疫不全ウイル
スにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方
※②の該当者で接種を希望される方は、
健康福祉課までご連絡ください。

■ 接種回数

1人1回まで

■ 料金

接種費用のうち、
2,000円を町が負担します。窓口では2,000円を除いた額をお支払
いください。生活保護受給者は、
健康福祉課の窓口で接種費用免除申請の手続きを
行うことで接種費用が無料となります。

問合せ

健康福祉課

保健予防係

☎82−2168

介護保険料を納めましょう
40歳から64歳の方までは、
加入している医療保険の保険料（介護保険分）から介護保険料を納め
ますが、
65歳以上の方は町に直接納付していただきます。
納付の方法は、
年金から天引きされる特別徴収と納付書で納付する普通徴収の２種類です。
年金が年額18万円以上の人は特別徴収になりますが、
65歳になったばかりの方、
他の市町村から
大多喜町に転入したばかりの方、
年金の受給が始まったばかりの方などは普通徴収となります。
介護サービスを利用した場合、
通常はサービス利用費の1割から3割を負担しますが、
保険料を滞
納すると滞納期間によって支払の方法や負担する額が変更となります。
■ 1年以上の滞納………… サービス費用の全額をまず利用者が負担します。申請により、後で保
険給付分が支払われます。
■ 1年6か月以上の滞納… サービス利用費の全額をまず払い、その後申請によって払い戻される
金額を滞納した保険料に充てられます。
■ 2年以上の滞納………… サービス利用費の負担額が（1割の方は3割に）引き上げられたり、高
額介護サービス費などが受けられなくなります。
保険料の納付が困難な場合は、ご相談ください。災害や失業など、やむを得ない理由で保険料
を納めることが難しい場合、
保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。
問合せ

11
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☎ 82−2168

「認知症ケアパス」を作成しました
認知症ケアパスとは

地域包括支援
センター
だより
No.159

「認知症の方の状態に応じた適切なサービス提供の流れ」を
まとめたものです。
認知症はどなたにも起こる可能性がありま
す。若い方でもなることもあります。しかし、
いざ自分や家族に認知症の症状が現れたとき、
どこに相談し、どのように対応していけばよい
のかわからないという方が多いのではないで
しょうか。
認知症は進行によって症状が変化していくも
のです。また、その症状などにより必要な医療
や介護が異なります。「認知症ケアパス」は、
認知症の方やその家族が安心して、できる限り
住み慣れた自宅で暮らし続けられるように、認
知症の症状や相談連絡先、支える手段などを掲
載し示したものです。
健康福祉課で配布しているほか、町ホーム
ページからも閲覧することができますのでご活
用ください。

大多喜町
問合せ

認知症ケアパス

健康福祉課

介護保険係

☎82－2168

◀町ホームページ
認知症ケアパス

身体障がい者相談員による相談会
10月の相談日

10月20日
（水）

■ 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

大多喜町社会福祉協議会
役場 健康福祉課 社会福祉係

☎82−4969
☎82−2168
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けんこうカレンダー

10月
11月

申込み・問合せ
健康福祉課 保健予防係
☎82ー2168（内線263～265）

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

日
10/6

乳幼児相談

11/10

1歳6か月児健診
3歳児健診
おひさまキッズ

大人の事業

11/18
10/26
11/16

時

場

☆13：00～13：15

保健センター

☆13：15～13：30
13：30～15：30

者

令和2年2月1日～令和2年4月30日生まれの方
平成30年3月1日～平成30年5月31日生まれ
の方
成長発達で心配のある乳幼児とその保護者

日

時

場

10/14
健康診査
胸部レントゲン
検診
前立腺がん検診

10/15
10/16
☆13：00～14：30
10/18
10/19
10/20

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）
DV相談
障がいのある人への
差別に関する相談
エイズ相談

対

健康相談日程表
開催日

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
（毎週水曜日）
月曜日～金曜日
電話相談
（月曜日～金曜日）

R3.9.24

者

※令和3年度とは、令和3年4月2日～令和4年
4月1日を指します。

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

健康生活支援課

☎︎73−4630

※予約制（無料・匿名）

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

広報おおたき No.637

象

【健康診査】
＊特定健診…令和3年度で40歳～74歳の大多
喜町国民健康保険加入者
＊後期高齢者健診…検診日現在で75歳以上の後
期高齢者医療保険加入者
※一定の障がいがあると認定
された65歳以上含む
＊20・30歳代健診…令和3年度で20歳以上
40歳未満の方
＊健康増進健診………令和3年度で40歳以上
の医療保険未加入者
B&G
【胸部レントゲン検診】
海洋センター
令和3年度で40歳以上の方
【前立腺がん検診】
令和3年度で50歳以上の男性
【肝炎ウイルス検診】
令和3年度で40歳以上の方でこれまで受診し
たことのない方
【大腸がん検診】
令和3年度で40歳以上の方

10/21

13

象

乳幼児とその保護者
（対象月の方には個別に通知します）

☆9：30～10：30

10/13

大腸がん検診

対

（☆…受付時間）

行事名

肝炎ウイルス
検診

所

本だな

10月のスケジュール

大多喜図書館天賞文庫だより
☎82－2459

図書館には
CDもたくさんあるよ！
QRコードを使って
予約してみよう！

■休館日
4日、11日、18日、25日

図書検索ぺージ

■新刊（発売から6ヶ月以内）
・九十八歳。戦いやまず日は暮れず
佐藤 愛子（著）
・彼岸花が咲く島
李 琴峰（著）
・星落ちて、なお
澤田 瞳子（著）
・傷痕のメッセージ
知念 実希人（著）
■購入図書
・つげ義春を旅する
高野 慎三（著）
・テスカトリポカ
佐藤 究（著）
・しごとば もっと
鈴木 のりたけ（著）
・お菓子な自由研究
東京製菓学校（編集）
■購入CD
・Editorial
Official髭Dandism（歌）
・沢田研二A面コレクション
沢田 研二（歌）
■寄贈CD
・テンダリー
ジョージ・ベンソン（歌）
・ステッピング アウト
ダイアナ・クラール（歌）
・ダーティー ワーク
ローリング・ストーンズ（歌）
・MOVIE HITS
マドンナ ほか（歌）
・EAGLES THE COMPLETE GREATEST HITS EAGLES（歌）
※そのほか落語、クラシック、邦楽、洋楽などのCDが豊富にあります。

■おしらせ
・スマホやパソコンから本の検索、
予約ができます。
詳細は、図書館にお尋ねくだ
さい。
・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
協力をお願いします。
・館内では、本の除菌ボックス設
置や非接触型バーコードリーダ
ーの活用など、感染防止対策を
実施しています。また、新たに
スリッパの除菌ボックスも設置
しました。
・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。

コロナ禍にて墓参叶はぬわが姉の
遺影にわびつつ灯明ともす

年ごとに清しさまさる紫陽花の
その位置決めし亡き妻偲ぶ

七十九の生日迎ふる暑き午後
子よりのアイス一箱届く

降り立てば蜻蛉迎える無人駅

草いきれ単線列車通り過ぐ

涼しさや遠く聞こえる鐘の音

かなかなや身の程の幸足るを知る

水打ちて芝生きかえり風を呼ぶ

渡辺 美与子

吉野 芳子

山中 喜七

本吉 得子

寺元 安雄

伊吹

井守

鋤柄

万里

千鶴子

直紀

手島 澄江

さち

早朝のわが裏川の濃霧晴れ
たちまち日の照る庭に梅干す

池田 せつ子

とんぼ

取れ立ての胡瓜頂き甘味噌を
添へて夕餉の膳に並ぶる
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10月 神無月

October

人口と世帯

かん な づき

行

令和３年９月１日現在
口 ８, ６４９人（−２３）
男
４, ２４８人（−１４）
女
４, ４０１人（− ９）
世帯数 ３, ８１１世帯（− ８）
（ ）は、前月比
人

日

曜

事

場

所

時

刻

1

金

2

土

3

日

子ども習字教室

中央公民館

10:00～11:30

4

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

5

火

出前保育

上瀑ふれあい
10:00～11:00
センター

農業委員会総会

役場大会議室

ごみ収集
（可燃）

14:00～

（可燃）
（ペット）

８月中（人身事故件数）
発生件数

４件（１５）

死 者 数

０人（

傷 者 数

４人（１９）

０）

6

水

7

木

（不燃）

8

金

（可燃）

9

土

10

日

（休日受付）

火災件数

０件（ １０）

11

月

（可燃）

救急件数

６６件（３５２）

12

火

（ペット）

13

水

14

木

（缶類）

15

金

（可燃）

16

土

ジュニアスポーツクラブ

総元体育館

9:00～

17

日

子ども習字教室

中央公民館

10:00～11:30

18

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）

9:00～12:00

（可燃）

19

火

一緒にあそぼう(2歳児)

みつば保育園

10:00～11:00

（ペット）

20

水

リズムウォーキング教室

B&G体育館

14:00～

21

木

（紙類・衣類）

22

金

（可燃）

23

土

24

日

25

月

26

火

トットくらぶ

県民の森

10:00～11:30

27

水

リズムウォーキング教室

B&G体育館

14:00～

28

木

（びん）

29

金

（可燃）

30

土

31

日

リズムウォーキング教室

リズムウォーキング教室

B&G体育館

B&G体育館

14:00～

14:00～

（可燃）

交通事故発生状況

（可燃）

）は、１月からの累計

おおたき 119（８月中）

交通事故 ６件（ ２９）
内訳 急
病 ３８件（２１０）
そ の 他 ２２件（１１３）
（

）は、１月からの累計

慶
出
死

（可燃）

弔（８月届）
生
亡

２人
２０人

転出入（８月届）
転
転

入
出

１２人
１７人

当番医の紹介
《夜間・日曜・祝日など》

（可燃）

ジュニアスポーツクラブ

B&G体育館

（ペット）
（可燃）

9:00～

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

15
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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）

善意の心をありがとうございます

11

日

25 23 19

日
日
日

27

日

日

10

8 5

2

12

建物解体

町長日誌（８月）

地域おこし協力隊委嘱状交付式
南 房 総 広 域 水 道 企 業 団 運 営 協 議 会・議
会定例会
第 回新型コロナウイルス対策本部会議
議会定例会８月会議
大 雨 警 報 及 び土 砂 災 害 警 戒 情 報 発 表に
伴う災害対策本部設置
令和２年度一般会計・特別会計歳入歳出
決算審査
令和２年度一般会計・特別会計歳入歳出
決算審査
令和３年夷隅郡市広域市町村圏事務組
合管理者・副管理者会議
君塚正民氏叙勲受章記念品贈呈式
千葉県町村会役員会・定例会・町村懇談会
国民健康保険夷隅支部決算監査
議会議員全員協議会
千 葉 県 知 事による現 地 視 察 及 び町 長と
の意見交換
令和３年夷隅郡広域市町村圏事務組合
議会定例会・議会説明会

申込・問合せ 農林課 農政係
☎ 82−2535

30

大多喜町ふるさとづくり寄附金（8月分）
申込件数 59件
申込金額 5,665,000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。
社会福祉協議会福祉基金
円照寺 住職 島村貫道 様
30,000円
匿名
（1件）
2,000円
令和3年度7月大雨災害義援金
東平高徳 様
日

日時
・10月16日
（土）
13時30分～16時30分
・10月17日
（日）
13時30分～16時30分
・10月23日
（土）
13時30分～16時30分
（受付開始 13時）
場所
・10月16日
（土）
農村コミュニティーセンター
農事研修室
・10月17日
（日）
基幹集落センター 会議室
・10月23日
（土）
大多喜町役場 第１・２会議室
内容 有害獣の生態や効果的な
被害対策の手法
講師 合同会社AMAC
主催 大多喜町役場 農林課
参加費 無料
定員 10名
（先着順） ※事前に参
加申し込みをしてください。

いすみあか ね 園では、皆さま
のご支援のもと、毎年秋にチャリ
ティーバザーを開催しておりまし
たが、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、今年度も中止させ
ていただきます。
ご理解のほどよろしくお願いし
ます。
問合せ いすみあかね園
（いすみ市山田5901）
☎66－0600

日
日

いすみあかね園
バザー開催中止のお知らせ

日

「獣害対策講習会」
開催のお知らせ

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

ホームページ

０１２０-077-261
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Information
募

※内容などの詳細は、各主催者へ
お問い合わせください。

インフォメーション
問合せ 小泉和弘
☎080−2677−4649

集

「自給自足の会」
立ち上げ説明会 参加者募集
自給自足する人を集める会では
ありません。あなたの得意なこと、
好きなことを活かし、
共に知恵を出
し合うことで、地域に必要なもの全
てを地域で自給することを目的と
した会です。
自立した地域は、持続
可能な地域です。興味のある方は
お気軽にご参加ください。
10月10日
（日）
15時～17時
会場 大多喜町中央公民館
（視聴覚室）

日時

お

し

ら

せ

10月15日～10月21日は
違反建築防止週間です
建築基準法は、私たちの生命や
健康、財産を守るため、建築など
安全性の確保に関する敷地や構
造などについてのさまざまな基準
を定めています。
建物を建てる場合は、建築基準
法などの法令で定める基準や手続
きを守り、適正に工事を進めましょ
う。
また、工事が完了したときは、
そ
の建物が法令に基づき安全なもの
であるか検査を受けましょう。
なお、新 築 時
は適法でも、
その
後の改修や用途

（使い方）の変更により違反になっ
てしまう場合がありますので、改修
などの際は事前に建築士などに相
談しましょう。
問合せ 建設課 管理係
☎82－2115
耕作放棄地を刈払って
イノシシを追い払いましょう
10月は千葉県のイノシシ対策
一斉刈払い月間です。耕作放棄地
はイノシシの格好の棲み家です。
耕作放棄地を定期的に刈払い、
農地を適切に管理し、
イノシシによ
る農作物被害を防ぎましょう！
問合せ 千葉県農林水産部農地・
農村振興課
☎ 043－223－2858
夷隅農業事務所企画振興課
☎ 82－4956

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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子育て通信

No.89

みつば保育園

いろいろ体験れんげ組
れんげ組は男の子10人、女の子10人で楽しく過ごして
います。園内、園外活動を通してそれぞれの季節にしか
体験できない、自然あふれる大多喜ならではの活動に
取り組んでいます。
たくさんの物に触れ、感じることはもちろん、協力し
てくれる方への感謝の気持ちや、お友だちと取り組むこ
との楽しさや充実感を味わうことも狙いの１つです。
残り半年で小学生 ！
保育園での楽しい想い出をたくさん作りながらも、小学
生になることを視野に入れて、楽しく過ごしていこうと思
います！

子育て支援センターからのお知らせ
■ 出前保育
日時 10月5日(火) 10時～11時
場所 上瀑ふれあいセンター

■ 一緒にあそぼう(2歳児)
日時 10月19日(火) 10時～11時
場所 みつば保育園

■ トットくらぶ
日時 10月26日(火) 10時～
(受付9時30分～)
場所 県民の森
※ 10月19日(火)までに予約してください。

※ 10月7日「リトミックで遊ぼう」と、10月14日
「ベビーマッサージ」は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため中止といたします。
子育て支援センター「ひだまり」は、感染症に
配慮しながら開放しています。

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.637
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第48回全日本中学校陸上競技選手権大会で7位

大多喜中 米本さんが町長を表敬訪問

5年
佐藤

しょう た

翔太

さん

飯島町長（左）へ結果を報告した米本さん（右）

9月9日（木）、全日本中学校陸上競技選手権大
会で7位の成績を収めた、大多喜中学校3年生 米
本壮汰さんが、飯島町長を訪問し結果を報告しま
した。
米本さんは、8月18日・19日に開催された同大
会で、共通男子800ｍに出場。参加標準記録を突
破した79名の強豪選手が競う中、予選では“1分
57秒71”で2位通過、決勝では“1分58秒70”で見
事、7位入賞を果たしました。
米本さんは、
「とても緊張したレースでしたが、
目標であった入賞を手にすることができて、うれ
しいです。予選では、自己新記録もマークでき、全
国大会という大舞台で自分の力を精一杯発揮す
ることができました。高校進学後、陸上部に入部
となったら、インターハイを目指したいです。」と
話しました。
今後の米本さんの活躍が期待されます。

ぼくは、剣道の先生になりたいです。そのため
には、三段の段位が必要です。三段をとるため
に、勉強や剣道の練習をせいいっぱいがんばりた
いです。

5年
磯野

ひなた

さん

わたしは、デザイナーになりたいです。理由
は、服やマスクのサイズが合わない人が身近に
いるので、その人たちにも合うサイズのものを
つくりたいからです。

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

３歳

河村
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しょう ま

翔馬

ちゃん

新倉

か な こ

佳奈子

ちゃん

下大多喜

横山

ひとことメッセージ
3 歳のお誕生日おめでとう！
いつもニコニコ、甘えん坊翔馬
くん。
なんでも食べて大きくなってね♪

ひとことメッセージ
3 歳の誕生日おめでとう。
かわいいものやきれいなお花が
大好きなかなちゃん。妹ともなか
よく遊べるようになってきたね。
元気にすくすく大きくなってね。
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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 https://www.town.otaki.chiba.jp

簡単おすすめレシピ 81
さつま芋の黄金おこわ

管理栄養士 金坂 直子
問合せ 健康福祉課 保健予防係
☎82−2168

お芋がおいしい季節ですね。くちなしで
黄金色に仕上げるおこわです！
【材料】（4人分）
もち米…………2合
さつま芋………中1本（150～200ｇ）
くちなし………1個
飾り用枝豆……20粒程度
ゴマ塩…………お好みで
【1人分の栄養価】
エネルギー
たんぱく質
脂質
食塩相当量

337kcal
1.5ｇ
5.7ｇ
0.5ｇ

町ホームページ

【作り方】
① もち米は洗い、1時間以上水に浸してから、ザルにあげて30分おく。
② さつま芋は1㎝角に切り、水にさらす。
（ アク抜き）
③ くちなしは、キッチンペーパーに包み、硬いもので砕く。
④ 鍋にさつま芋とひたひたの水を入れ、③のペーパーに包んだくちなしと
一緒に芋が柔らかくなるまで煮て、そのまま冷ます。
その後、さつま芋と汁に分けておく。
⑤ 炊飯器のおこわモードで、米と④のくちなしの汁を入れて炊く。
⑥ 炊き上がったら、おこわをほぐし、④のさつま芋をざっくりと混ぜる。
器に盛り、枝豆とゴマ塩はお好みで。

災害情報フェイスブック

ギャラリー

町公式フェイスブック

「 収穫の秋」

アプリ「マチイロ」

大多喜写真同好会

山口

尹子

さん（平沢）

大多喜町Youtube
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