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第４３回大多喜お城まつり

本多忠勝役に藤岡弘、
本多忠勝役に藤岡弘、
さん／忠朝役に渡辺正行さん

お城まつり

第 回大多喜お城まつりが、前夜祭を
月 日㈯、本祭を 月 日㈰に大多喜
城下を中心に開催され、約 万人が来場
しました。
日の前夜祭は、 時 分から始ま
り、小学生が制作したキャンドルカップ
を並べた光アート展や、地元の踊りをみ
んなで踊る会による踊りなどが披露され
ました。
日の本祭は、午前 時から始まり、
保育園児による遊戯、よさこい演舞のほ
か、お囃子・お神楽、太鼓の演奏と続
き、俳優兼武道家の藤岡 弘、さん演じる
本多忠勝公とい す み 鉄 道 観 光 大 使 の 渡 辺
正行さん演じる本多忠朝公が登場し、忠
勝公一行に扮した武者行列や神輿の渡御
が城下町に繰り出しました。
天 気 に も 恵 ま れ 、 お 陰様をもちまし
て、多くの皆様にお祭りを楽しんでいた
だくことができ、無事に第 回大多喜お
城まつりを終了することができました。
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【特 別 協 賛 企 業 】（10月6日現在）
学校法人盛本学園（リゾート ビュー 大多喜）／高津装飾美術株式会社／旭化成ホームズ株式会社 千葉南支店／株式会社
合同資源 千葉事業所／房総カントリークラブ 房総ゴルフ場／秘湯の宿 滝見苑／株式会社増田製作所 千葉工場／道の駅
たけゆらの里おおたき／平林物産株式会社／神保電器株式会社／株式会社千葉銀行 大多喜支店／銚子信用金庫 大多喜
支店／レイクウッド大多喜カントリークラブ／株式会社グランブーケ大多喜／株式会社ハマイ 大多喜工場
※順不同
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お城まつりの開催に当たり、御協賛を
賜りました企業、団体、自治会の皆様を
始め、お祭りの運営を含め、御協力いた
だきました全ての皆様に対し、厚く御礼
申し上げます。
大多喜お城まつり実行委員会
委員長
髙橋 喜彦

【協賛者ご芳名帳】（10月6日現在）
千葉県ヤクルト販売株式会社 房総支社／千葉県街商協同組合 外房支部／小髙ファーム
※順不同
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大多喜
第43回

時代はめぐり
鮮やかによみがえる
戦国の大多喜
今年は、あこがれていた武者行列の大将が
できてうれしかった。かぶとが重いことを
体験でき、僕の大切な思い出になった。ま
た、このお祭りで、藤岡 弘、さんと渡辺
正行さんに会えて感激した。
西小学校６年 菅原 一真

私は、お城まつりを通して地域の方々と
いっしょになって、みんなで活気あふれる
おまつりができてよかったです。これから
も、大多喜町の人達が楽しめるこのお城ま
つりをずっと続けてほしいです。
大多喜小６年 髙橋 萌花
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大多喜町産業まつり
「‘17産業フェアーin おおたき」
日 時 11月11日（土）９時～14時まで
（雨天中止）
会 場 道の駅「たけゆらの里おおたき」
催し物
新鮮農産物の販売、有害獣被害対策用品の
紹介、大鍋によるイノシシ汁の販売、苗木
の配布、チェーンソーアート、バザーなど
問合せ 大多喜町産業まつり実行委員会（産
業振興課内）
☎８２－２１７６

第33回大多喜町文化祭
日にち
場 所

11月3日（金・祝日）
中央公民館

◆演技の部 9時30分～14時40分
日ごろから多くの練習を積み重ねてきた踊
りや歌などの成果をステージで披露。
◆作品展示
芸術作品（書道・短歌・俳句・生け花・写
真・絵画）の展示。
◆手づくりお菓子の販売・お茶会
皆様のご来場お待ちしております。
問合せ
大多喜町文化団体連絡協議会事務局
（生涯学習課内）☎８２－３１８８

全国瞬時警報システム
（Jアラート）の
全国一斉情報伝達訓練
防災行政無線を使用した、全国一斉の訓練
放送を実施します。
この放送は、総務省消防庁が地震・津波など
の災害時に備え、全国瞬時警報システム（Ｊア
ラート）を用いて行う、全国一斉の情報伝達訓
練です。Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻
撃などの緊急情報を、国から人工衛星などを通
じて瞬時にお伝えするシステムです。
日
時 11月14日（火）午前11時頃
放送場所 町内に設置してある全ての
屋外子局および戸別受信機
放送内容
♪ピンポンパンポン（上りチャイム音）
「これは、テストです。」
（３回繰り返し）
「こちらは、ぼうさいおおたきです。」
♪ピンポンパンポン（下りチャイム音）
問 合 せ 総務課 消防防災係
☎８２－２１１１（内線２１６）

養老渓谷紅葉まつり
日時 11月23日（木・祝日）
10時～15時
◆養老渓谷観光センター
もちつき実演販売やそば・うどん・筍肉ま
ん・寿司・ハチミツ・農産物の直売など
◆旧会所分校
手打ちそばや焼きいも農産物の直売・和太
鼓の演奏や搾りたて牛乳の配布など
◆けよけよ市（上総中野駅前）
農産物・里山の弁当・おでん・焼きそば・
ハチミツの販売など
◆二十八市（大多喜城下商店街）
たけのころっけの販売・模擬店など／とろ
ろ飯の無料配布12時～100名／城下町を着
物で歩こう
問合せ 観光協会 ☎８０－１１４６

成人式を迎えられる皆さんへ
大多喜町成人式を平成３０年１月６日（土）午前１０時から、大多喜町立中央公民館ホールで開催します。
対象者は、平成９年４月２日から平成１０年４月１日までに生まれた方です。
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。
町に住民登録のない方でも出席いただけます。
問合せ 生涯学習課（中央公民館） ☎８２－３１８８
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平成 28 年度 町の決算のお知らせ
平成 28 年度一般会計及び特別会計 4 会計の決算概要をお知らせします。

一般会計

66 億 7,429 万 5 千円

歳入

63 億 8,343 万 4 千円
歳出 （前年度比
10.5％減）

（前年度比 10.0％減）

（★印は自主財源）

税

10 億 8,651 万 6 千円（16.3%）

議

会

費

7,104 万 6 千円（ 1.1%）

各種交付金
譲与税等

3 億 6,963 万 1 千円（ 5.5%）

総

務

費

26 億 9 万 5 千円（40.7%）

地方交付税

17 億 4,704 万 1 千円（26.2%）

民

生

費

13 億 3,142 万 5 千円（20.9%）

分担金及び
負 担 金

9,327 万 8 千円（ 1.4%）

衛

生

費

4 億 7,781 万 2 千円（ 7.5%）

農林水産業費

2 億 117 万 8 千円（ 3.1%）

★町

★

★ 使用料及び
手 数 料

9,840 万 4 千円（ 1.5%）

国県支出金

6 億 5,920 万 2 千円（ 9.9%）

そ

の

他

★（寄附金、諸収入、

5 億 2,921 万円（ 7.9%）

財産収入）

★繰

入

金

14 億 9,777 万 9 千円（22.4%）

★繰

越

金

2 億 8,393 万 4 千円（ 4.3%）

債

3 億 930 万円（ 4.6%）

町

歳入の内訳

商

工

費

6,964 万 2 千円（ 1.1%）

土

木

費

4 億 202 万 9 千円（ 6.3%）

消

防

費

3 億 3,278 万 2 千円（ 5.2%）

教

育

費

3 億 9,314 万 4 千円（ 6.2%）

災害復旧費

1,874 万 5 千円（ 0.3%）

公

債

4 億 8,553 万 6 千円（ 7.6%）

費

このような事業に使われました。

依存財源
46.2%
★自主財源
53.8%

・ふるさと納税事業

9 億 8,126 万 8 千円

・障害者福祉事業

2 億 2,935 万 3 千円

・町道改良事業

1 億 2,341 万円

・有害鳥獣駆除対策事業

3,878 万 5 千円

・子ども医療対策事業

2,782 万 8 千円

・消防機械器具整備事業

2,537 万 4 千円

・高齢者在宅生活支援事業

1,673 万 9 千円

・定住化対策住宅助成事業

1,213 万 8 千円
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■ 特別会計４会計の決算は次のとおりです。
鉄道経営対策事業基金

国民健康保険

後期高齢者医療

介護保険

歳

入

21万円

16億3,241万5千円

1億1,982万2千円

11億1,858万3千円

歳

出

21万円

14億5,136万9千円

1億1,980万5千円

10億8,521万4千円

■ 土地・建物などの財産の状況は次のとおりです。
2,348,982㎡ 土地…学校用地、庁舎用地、各町有施設用地、町有林等

土地

61,460㎡ 建物…小中学校、庁舎、町営住宅、各町有施設等

建物
出資金・基金

39億8,530万2千円 基金…財政調整基金や各目的基金

■ 財政健全化に関する指標
町の比率

早期健全化基準

財政再生基準

実質赤字比率

－

15%

20%

連結実質赤字比率

－

20%

30%

5.4%

25%

35%

24.9%

350%

実質公債費比率
将来負担比率

上記４指標とも早期健全化基準以下となり、健全段階にあります。

平成28年度企業会計決算のお知らせ
特別養護老人ホーム事業会計決算の認定
○収益的収支

水道事業会計決算の認定
○収益的収支

収

入

2億5,935万2千円

収

入

4億9,701万6千円

支

出

2億8,979万5千円

支

出

4億8,108万5千円

差

引

△3,044万3千円

差

引

1,593万1千円

○資本的収支

○資本的収支

収

入

0円

収

入

5,751万4千円

支

出

303万8千円

支

出

2億621万7千円

差

引

△303万8千円

差

引

△1億4,870万3千円

（損益勘定留保資金で補填）

経営健全化に関する指標

経営健全化に関する指標

○資金不足比率

○資金不足比率

特別養護老人ホーム事業の数値
‐％（0％未満）
※資金不足比率が基準以上の場合、
経営健全化団体となります。

【お問い合わせ】
財政課財政係 ☎82－2152
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基

準

20%

水道事業の数値
‐％（0％未満）
※資金不足比率が基準以上の場合、
経営健全化団体となります。

基

準

20%

11月3日～12月24日の土曜日・日曜日・祝日限定！！

周遊バス「おたっクル」で巡る～
大多喜秋冬おトク旅
大多喜城

大多喜ハーブガーデン

11月3日から12月24日まで
の土曜日・日曜日・祝日に、
大多喜駅を中心とした商業施
設、観光施設等を結ぶ周遊バ
スと、紅葉シーズンを迎える
養老渓谷行きの秋季臨時バス
を同時運行します。
周遊バス・秋季臨時バス運行
期間中には、町内でさまざまな
イベントが開催されますので、
バスに乗って、大多喜をたっぷ
り満喫してみませんか。

① 運行日

ショッピングプラザ
オリブ

Resort View
大多喜

大多喜町観光本陣

養老渓谷観光センター

三育学院大学

道の駅
たけゆらの里おおたき

●運行期間
11月3日（金曜日・祝日）から12月24日（日曜日）までの土曜日・日曜日・祝日
（11月）3，4，5，11，12，18，19，23，25，26日
（12月）2，3，9，10，16，17，23，24日
計18日間

② 時刻表
●北コース
停留所
大多喜駅前 観光本陣（★）
大多喜城（城下駐車場）
大多喜駅前 観光本陣
自動車学校前（★）
鍛冶町（★）
横山三又（★）
大久保（★）
大多喜ハーブガーデン
旧上瀑小学校前（★）
農協大多喜支所前（★）
ショッピングプラザ オリブ（★）
大多喜駅前 観光本陣（★）

①
10:40
10:43
10:46
10:49
10:50
10:52
10:53
10:54
10:58
10:59
11:04
11:10

②
12:00
12:03
12:06
12:09
12:10
12:12
12:13
12:14
12:18
12:19
12:24
12:30

③
14:40
14:43
14:46
14:49
14:50
14:52
14:53
14:54
14:58
14:59
15:04
15:10
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●南コース（黒丸白抜き数字は、秋季臨時バスの時刻です。）
停留所
観光本陣（★）

①
8:40
8:41
8:42
8:46
8:50
8:56
9:04

②
9:40
9:41
9:42
9:46
9:50
9:56
10:04

❸
④
⑤
❻
大多喜駅前
10:40
12:40
13:40
14:40
久保（★）
↓
12:41
13:41
↓
桜台（★）
↓
12:42
13:42
↓
ショッピングプラザ オリブ（★）
10:46
12:46
13:46
14:46
Resort View大多喜
↓
12:50
13:50
↓
道の駅 たけゆらの里おおたき
10:55
12:56
13:56
14:55
三育学院大学
↓
13:04
14:04
↓
(着)
11:20
15:20
養老渓谷観光センター（やまびこ）
↓
↓
↓
↓
(発)
11:30
15:40
道の駅 たけゆらの里おおたき
9:14
10:14
11:55
13:14
14:14
16:05
Resort View大多喜
9:20
10:20
↓
13:20
14:20
↓
ショッピングプラザ オリブ（★）
9:24
10:24
12:04
13:24
14:24
↓
桜台（★）
9:28
10:28
↓
13:28
14:28
↓
久保（★）
9:29
10:29
↓
13:29
14:29
↓
大多喜駅前 観光本陣（★）
9:30
10:30
12:10
13:30
14:30
16:15
※秋季臨時バスの停留所は、大多喜駅前 観光本陣、ショッピングプラザオリブ、道の駅 たけゆ
らの里おおたき、養老渓谷観光センターです。それ以外の場所で乗降することはできません。
また、養老渓谷観光センター15:40発の秋季臨時バスは、ショッピングプラザオリブには寄ら
ずに大多喜駅前 観光本陣へ直行します。
※時刻表中、★印がある停留所は、既存のバス停と同じ場所にとまります。
（北コースで、大多喜城（城下駐車場）から大多喜駅前 観光本陣へ戻ってくる場合は、既存
路線バス停の道路反対側になります。）

③ 運賃
●通常運賃
周遊バス

２００円
５００円
秋季臨時バス 【内訳】大多喜駅前 観光本陣～道の駅 たけゆらの里おおたき間・・・・２００円
道の駅 たけゆらの里おおたき～養老渓谷観光センター間・・・・３００円
※大人片道運賃。小児・障がい者は半額。
●特別運賃
一日フリー乗車券 ５００円 ※大人運賃。小児・障がい者は半額。
★一日たっぷりと大多喜を満喫したい方向けに、お得な一日フリー乗車券をご用意しています。
（当日限り使用可能）
★一日フリー乗車券は、周遊バスは全区間で、秋季臨時バスは運行経路のうち大多喜駅前 観光本
陣から道の駅たけゆらの里おおたき間で使用することができます。
★一日フリー乗車券を次の施設でご提示いただくことで、さまざまな特典があります。
なお、一日フリー乗車券１枚につき、各施設１回のご利用となります。

特 典
大多喜城

特製カンバッジプレゼント

観光本陣

ホットコーヒー、黒豆麦茶のサービス（セルフ）

ショッピングプラザ
オリブ

オリブ券（額面１００円。オリブでのお買い物補助券）を
お一人様１枚プレゼント

道の駅
たけゆらの里おおたき

れんげの里のアイスクリーム（カップアイス）５０円引き
通常２４０円→１９０円

大多喜ハーブガーデン

ホットハーブティー飲み放題

問合せ

バスの運行・お忘れ物のお問合せ

大多喜町循環バス検証事業実行委員会事務局
（役場企画課 交通政策係）☎0470−82−2112
9
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小湊鐵道（株） 長南営業所
☎0475−46−3581

④ 運行経路
凡例および運行経路
新設バス停

町内施設

既設バス停

丘の上バラ園

大多喜
ハーブガーデン

周遊バス 北コース

大多喜駅前 観光本陣→大多喜城（城下駐車場）→
大多喜駅前 観光本陣→大多喜ハーブガーデン→
ショッピングプラザ オリブ→大多喜駅前 観光本陣

周遊バス 南コース

大多喜駅前 観光本陣→ショッピングプラザ オリブ→
Resort View大多喜→道の駅 たけゆらの里おおたき→三育学院大学→
道の駅 たけゆらの里おおたき→Resort View大多喜→
ショッピングプラザ オリブ→大多喜駅前 観光本陣

横山

わくわく広場

大多喜城

白山台

北コース

ナフコ

秋季臨時バス

大多喜駅前 観光本陣→ショッピングプラザ オリブ→
道の駅 たけゆらの里おおたき→養老渓谷観光センター→
道の駅 たけゆらの里おおたき→（ショッピングプラザ オリブ）→
大多喜駅前 観光本陣

JAいすみ

大多喜駅
入口

ショッピングプラザ
オリブ

観光本陣

大多喜駅

物産センター
桜台
天賞文庫
大多喜県民の森
Resort View大多喜

船子

297

南コース

231

上原
八声

いす
み鉄 小谷松駅
道

至 養老渓谷駅

東総元駅

養老渓谷
秋季臨時バス便

老川十字路

養老渓谷
観光センター
（やまびこ）

上総中野駅

465

久我原駅

総元駅

ゆば喜

道の駅
たけゆらの里おおたき
三育学院大学

西畑駅
三又

至 栗又の滝

●のりば案内
大多喜城（城下駐車場）
大多喜ハーブガーデン
ショッピングプラザオリブ
Resort View大多喜
道の駅 たけゆらの里おおたき
三育学院大学
養老渓谷観光センター（やまびこ）

大多喜城下 の物産センター駐車場内
ハーブガーデンの出入口付近
駐車場内の品川線高速バスのりば
駐車場内の出入口付近
駐車場内
校内の送迎バスのりば
観光センター前の道路反対側
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応急手当普及員講習Ⅰ
講習種別 応急手当普及員講習Ⅰ（24時間）
日時 3月12日（月）から３月14日（水）まで
連続3日間、8時30分から17時30分まで
場所 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部
2階会議室
申込み 12月1日（金）から1月31日（水）まで
講習内容 事業所の従業員または防災組織など
の構成員に対して行う応急手当の普及指導に
従事する指導者の育成
対象 いすみ市、勝浦市、大多喜町、御宿町の
事業所（学校含む）、自主防災組織その他の
消防防災に関する組織
定員 20名（先着順）
受講料 無料 ※ただし、講習で使用する教科
書を書店などで直接購入してください。
（消防本部では販売していません。）
申込み 夷隅郡市広域消防本部警防課に電話で
申し込んでください。☎８０ー ０１３３

大多喜町戦没者慰霊巡拝の
お知らせ
町では老川、西畑、総元、大多喜、上瀑地区
に建立された戦没者慰霊碑の巡拝を挙行してい
ます。これは年々高齢化するご遺族のために、
遠路ご足労いただくことなく戦没者の追悼と恒
久平和を祈念するために大多喜町遺族会のご協
力のもと実施しているものです。
今年度も下記のとおり慰霊巡拝を挙行します
ので、戦没者ご遺族の皆様のご参加をお願いし
ます。
開催日 11月22日（水曜日）雨天決行
開催日程
老川地区慰霊碑参拝（旧老川小学校校庭下）
9:20～9:40
総元地区慰霊碑参拝（部田徳性寺境内）
10:20～10:40
西畑地区慰霊碑参拝（西小学校校庭脇）
9:50～10:10
大多喜地区慰霊碑参拝（夷隅神社境内）
10:50～11:10
上瀑地区慰霊碑参拝（大宮神社下）
11:20～11:40
※当日は紺系統の平服で、白ワイシャツまたは
白い襟付きのシャツ（ブラウス）、男性は黒ネ
クタイ着用でご参加ください。
問合せ 健康福祉課 社会福祉係
☎８２ー２１６８
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幕張総合高校合唱部による
ミニコンサート
文化芸術の秋の深まりにふさわしく、歌声を
通した交流事業として、幕張総合高校合唱団に
よるミニコンサートを開催します。
幕張総合高校合唱団の美しい歌声と、統合を
来年度に控えた大多喜中と西中の生徒たちが交
流を深める行事です。中学生たちのいきいきと
した活動の様子をご覧ください。
日 時 １１月１８日（土）
受付は体育館玄関
１３時２０分～１３時４５分
場 所 大多喜中学校体育館
演 奏 千葉県立幕張総合高等学校合唱団
内 容 幕張総合高校合唱団と西中と大多喜中
との合同による全体合唱や幕張総合高
校合唱団によるミニコンサート
その他 上履きを持参してください。
問合せ 大多喜中学校 ☎８２－２９１４
幕張総合高校合唱団
全日本合唱コンクールでは、開校以来22年
連続関東大会に出場，全国大会には10回出
場し，8回金賞受賞。NHK全国学校音楽コン
クール全国コンクールには、11年連続出場。
2012･13･14年度金賞（全国1位）受賞。15・
16年度銀賞（全国２位）受賞。本年度銅賞
（全国３位）受賞。

千葉県立大多喜高等学校開かれた
学校づくり委員会
平成２９年度 ミニ集会
日時 １１月１１日（土）
１４時から１５時３０分
場所 大多喜高校
テーマ 子どもとインターネットの良い関係
～大人はどうサポートしていくか？～
内容 インターネットは、生活や仕事、学習に
とって欠かせない存在になっている一方で、
情報モラルの未熟さによる不用意な個人情報
の発信や、他者に対する誹謗中傷などの書き
込みが後を絶ちません。
インターネットに絡んだ犯罪・事件から子供
たちを守り、SNS・掲示板などへの書き込み
などにおいて加害者にならないために、ネッ
ト犯罪やトラブルの実態、その対策法につい
て講演を行います。
講師 ニフティ株式会社 ブランドデザイン部
ＣＳＲチーム チームリーダー 金子 秀樹 様
参加希望 参加を希望される方は、以下まで電話
にて ご連絡ください。１１月２日（木）締切り
担当：教頭 山岸 大多喜高校 ☎８２－２６２１

来年度の保育園入園申請受付 １１月１５日（水）
平成30年4月から新しく保育園に入園を希望するお子様の申請受付を下記のとおり行います。平成30年度も引き続
き入園を希望される方は、保育園を通じて継続手続の書類をお配りします。
《入園申請について》
受付日時 11月15日（水）9時～17時まで
受付場所 つぐみの森保育園（老川・西畑地区）☎83－1411
みつば保育園（総元・大多喜・上瀑地区）☎82－5530
持参するもの
①認印
②家族構成等のわかるもの
（同居しているご家族の生年月日や就労先の住所・電話番号等を記入する
欄があります。）
③出産やご家族の介護等の理由で入園する場合は、母子手帳や身体障害者手帳、
療育手帳の写し新しく入園されるお子様を対象とした1日入園を2月頃予定しています。
また、保育園では乳児保育や延長保育、休日保育の実施により、働きながら子育てをしているご家族を支援してい
ます。冠婚葬祭時や病気、けがなどのときにお子様を一時的にお預かりする一時保育や乳児相談、園庭開放なども
行っていますので、ぜひご利用ください。
問合せ 教育課 保育園係 ☎82－3010

あなたの笑顔が広報の表紙になります
笑顔の写メールを大募集
◀平成

広報１月号（12月25日発行）の表紙を、みなさんの笑顔の写真でいっぱいにします。
メールで笑顔の写真を送信してください。
たくさんのご応募をお待ちしています。

年

29

月号

1

締切り 11月30日（木）
対 象 町内に住所を有する方。年齢および性別は問いません。
応募方法
撮影した写真を添付して、次のことをメールに記載してください。
①投稿者の氏名、住所、電話番号
写真規定

②被写体の氏名、住所、電話番号

③写真の説明

・被写体のご了承を得た上でご応募ください。 ・1枚につき被写体は1人にしてください。
・特殊加工（白黒や文字の挿入）した写真はご遠慮ください。
・サイズ調整や写真内に各種ロゴが入る場合はトリミングを行います。（写真は縦で掲載します。）
・写真サイズは250KB以上3MB以下にしてください。
注意事項
・町ホームページ、アプリ「マチイロ」およびフェイスブックなどの媒体に、広報おおたきの電子データが掲載され
ますのでご了承ください。
・掲載に不適切であると疑われる写真に関しては掲載できない場合があります。
・携帯で写真を送付できない場合は、写真のデータを役場までご持参ください。ファックスでの申込みは不可とします。
・応募者が多数の場合は、裏表紙若しくは紙面に掲載することがあります。
・掲載時の写真の配置や大きさなどは、全てこちらに委任させていただきます。
・この募集において取得した個人情報は本目的以外には使用しません。
・応募にかかる費用は応募者の負担とします。
送付先 総務課 文書広報係 ☎82－2111 soumu2@town.otaki.lg.jp
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環境センターからのお知らせ

家庭から出る燃えるごみ量について
平成２７年度から平成２８年度までの家庭から出る燃えるごみの量は表のとおりです。
年 度
27
28

処理量
1,148,505㎏
1,103,215㎏

人 口
9,661人
9,471人

１人当たりの量
118㎏
116㎏

この２年で
燃えるごみ量は
減っています。

※人口は３月３１日時点

今一度、「ごみの正しい出し方」を確認の上、燃えるごみの削減
や資源ごみの分別にご協力ください。

ペットボトルの出し方について
キャップをはずし、中身をすすぎ、中身の見える袋に入れて出してください。
なお、汚れている物は、燃えるごみとして、キャップはプラマーク製品として出してください。
皆さまのご協力によりごみ処理の適正化を図り、限りある資源を有効に活用し、美しい町
づくりに心がけましょう。
問合せ

環境水道課

環境センター係

☎83-0331

平成29年第2回夷隅郡市広域市町村圏事務組合
議会定例会議決結果
（平成29年8月28日開会）
議案番号
議案第１１号

議案第１２号

議案第１３号

議案第１４号

議案第１５号

議案第１６号

件
名
職員定数条例の一部を改正する条例の制定について
消防機関の職員を180名から200名とし、管理者の事務局の職員と合わせて総
数を216名とするとともに、定数外規定を改正しました。
平成２９年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合一般会計補正予算
（第１号）について
歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ2,484千円増額し、予算総額を
2,015,302千円にしました。
千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事
務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について
軽自動車税の賦課徴収に関する申告書の受付事務を、千葉県市町村総合事務組
合の共同処理する事務とする協議について、可決されました。
監査委員の選任につき同意を求めることについて
夷隅郡市広域市町村圏事務組合監査委員の任期満了に伴い、新たに監査委員を
選任しました。
平成２８年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算認定について
平成２８年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合一般会計歳入歳出決算（歳入
2,144,329,441円、歳出2,024,219,326円）を認定しました。
平成２８年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合外房線複線化事業特別会計歳入歳
出決算認定について
平成２８年度夷隅郡市広域市町村圏事務組合外房線複線化事業特別会計歳入歳
出決算（歳入27,984,568円、歳出27,984,568円）を認定しました。

※内容についての問合せ 夷隅郡市広域市町村圏事務組合 ☎８６－６６００
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採決結果
原案可決

原案可決

原案可決

同意

認定

認定

税金は納期内に
納めましょう
１１月は、国民健康保険税第５期の納付月
です。１１月３０日（木）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。
※町税を納期内に納付していない方は、給
与・預金・生命保険・自動車等の財産が差押
の対象となります。未納のある方は、至急納
付してください。
※納税が困難な方は、開庁日の午前8時30分
から午後5時までにご相
談ください。
問合せ
税務住民課
収納対策係
☎82-2122

国民健康保険の
適用適正化月間です

自動車税の滞納は
見逃しません！

必要な手続きをお忘れになっていませんか？
１．健康保険の二重加入にご注意ください
国民健康保険と社会保険（協会けんぽ、共済
組合など）と両方の保険証がある方は、二重加
入している可能性があります。
社会保険に加入した方もしくは、家族の社会
保険の扶養になった方は、国民健康保険の資格
喪失の届出が必要です。
資格喪失の届出をしないままでいると・・・支
払う必要のない国保税が課税され続けてしまい
ます。

千葉県は、自動車税の未納額の縮減のた
め、11月から3月までを滞納整理強化期間と
し、給与・預金・自動車などの差押えを一層
強化します。
自動車税を納められていない方は、至急納
付してください。

手続きに必要なもの
●国民健康保険被保険者証
●新たに加入した社会保険などの保険者証
●窓口に来る方の印鑑
●窓口に来る方と届出する方の個人番号
のわかるもの
２．家族の社会保険（協会けんぽ、共済組合な
ど）の扶養に入れる場合があります
国保に加入している方の収入が少ない場合、
社会保険の被扶養者として認定される場合があ
りますので、勤務先の健康保険担当者に確認し
てください。

茂原県税事務所差押え自動車の引揚げ例
千葉県茂原県税事務所収税課 ☎0475－22－1721
大多喜支所 ☎82－2214
千葉県総務部税務課 ☎043－223－2127

３．国民健康保険と社会保険の保険料の算定の
違い
国民健康保険税は、扶養する人が一人増える
ごとに税額が増えます。
社会保険は、扶養する人が増えても保険料は
変更しません。

広報おおたき No.590

H29.10.24

14

短期人間ドック・脳ドックの
受診費用の一部を助成します

町では、大多喜町国民健康保険と後期高齢者医療保険加入者を対象に、短期人間ドック及び
脳ドックの受診費用の一部を助成しています。
《助成対象は》
○町の国民健康保険に１年以上加入している方、または後期高齢者医療保険に加入している方
○納期限の到来している国保税、または後期高齢者医療保険料に未納がない方
※助成は年度内に１回が限度です。
※国保が実施する特定健診、または町が実施する後期高齢者の健康診査を受診した方は助成の
対象外となりますのでご注意下さい。
○助成額は受診費用の7割で、5万円を限度とします。
※助成をお受けになりたい方は、受診日の15日前までに、役場窓口で利用申請手続きを行っ
て下さい。
問合せ 税務住民課 保険年金係 ☎82−2122（内線250、251）

28

173

●犬の登録と年 １回の狂犬
病予防接種は、法律に定め
られた飼い主の義務です。
●猫は屋内で飼いましょ
う。糞尿や鳴き声による被
害を防止でき、感染症等の
危険から猫や人を守ること
ができます。また、地域猫
活動等で屋外にいる飼い主
のいない猫の世話をする場
合には、特に過度のふれあ
いは避け、かまれたりひっ
かかれたりしないように注
意しましょう。
●犬猫合わせて 頭以上飼
う場合、保健所への届出が
必要です（ 日齢未満の犬
猫を除く）。
●一部のサル、ヘビなどの
特定動物を飼う場合は、あ
らかじめ保健所長の許可が
必要です。
●ペットがいなくなったら
すぐ探し、保健所、警察、
動物愛護センターに電話等
で届け出ましょう。また、
迷子札をつける、動物病

院で「マイクロチップ」
を装着及び登録するなど
して、保護された際に飼
い主がわかるようにしま
しょう。
●動物は責任をもって最後
まで面倒をみましょう。
やむを得ない事情で飼え
なくなった場合は、新し
い飼い主を探してくださ
い。保健所・動物愛護セ
ンターでは飼い主探しを
お手伝いします。
●動物愛護センターでは、
定期的に「犬の飼い方・
しつけ方教室」を開催し
ています。また、動物愛
護やしつけ方、動物由来
感染症などについて、学
校、地域の勉強会に講師
を派遣します。

■問合せ、ご相談は
千葉県夷隅健康福祉セン
ター 夷隅保健所 )
(
☎
０１４５
千葉県動物愛護センター
☎０４７６
５７１１
同東葛飾支所
☎
７１９１ ００５０
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動物による危害防止
対策強化月間
月は「動物による危害
防止対策強化月間」です。
次のことに注意して、動物
による事故や迷惑を防止し
ましょう。
●人が犬にかまれる事故
が、平成 年度は県内で
件発生しました。
・飼い犬が人をかんだ時は
保健所へ届け出し、かんだ
犬が狂犬病の疑いがないか
どうか獣医師の検診をうけ
させることが必要です。
・犬を飼う場合には、事故
を起こさないようなしつ
け、飼い方をすることが重
要です。
・公園なども含め、犬の放
し飼いは禁止されていま
す。散歩は犬を制止できる
人が、短い引き綱で行いま
しょう。
・犬は来訪者の届かない場
所で飼いましょう。また、
門や玄関から犬が飛び出さ
ないよう注意してくださ
い。
11

91

10

夷隅郡市新人大会
大多喜中・西中 合同チーム 野球部 優勝

中学生にとって、新人戦は３年生が引退して２年生
と１年生で戦う初めての大会です。今秋の大会では、
大多喜町の生徒が大変嬉しい活躍をしました。
野球部は、大多喜中学校と西中学校の合同チームで
優勝。大多喜中学校は卓球部と柔道部が団体戦で優勝
しました。そのほか、個
人戦でも上位に入り、県
大会に出場する生徒が多
くいます。
新人戦では、それぞれ
の生徒が、熱い思いを胸
に闘いを繰り広げまし
た。特に野球部について
は、合同チームでの優勝
とあって生徒自身、保護
者や関係者にとっても非
常に嬉しい出来事となり
ました。
郡市新人戦では、国吉
中学校に７対５、勝浦中
学校に６対５で勝利し、
優勝することができまし
た。勝つことができたの
も、家族の支えや、先生
方のご指導があったから
だと思います。今後の課
題としては大多喜中との
合同チームの連携を意識して練習し、また個々の
能力を向上させていきたいです。応援、よろしく
お願いいたします。
西中学校 主将 ２年 君塚奏汰

来年度から統合という事もあり、新人戦から西
中と合同チームで挑みました。合同練習があまり
できず、不安も大きかったですが、決勝戦では学
校の違いも関係なく、チーム全員で心をひとつに
して戦い、接戦を勝ちきることができました。
大多喜中学校 主将 ２年 野村光希

広報おおたき No.590
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大多喜中 卓球部男子団体 優勝

消防団リポート
“合同中継訓練を実施！
！”
火災発生時における消防機械器具の操作要
領および無線機における伝達操作要領の習得
による消防団員の技術・知識の向上と隣接分
団の連携強化を図ることを目的に、第１分団
（老川地区）と第２分団の一部（老川地区隣
接部）の団員総勢５８名による合同中継訓練
を第１分団管内の筒森地先で実施しました。
当日は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合大

▲団体戦で優勝した大多喜中学校卓球部男子

多喜分署の井上分署長をはじめとした消防署
員の方の指導のもと、古民家付近で林野火災
が発生したという想定に基づき、筒森区折倉
橋付近の自然水利から取水し、高低差５０
メートル以上、総延長１．１キロメートルの
間をポンプ自動車２台、可搬動力ポンプ４台
による中継訓練を実施し、計器確認、ホース
展張、機械器具の操作要領の指導をいただき
ました。
団員は、高低差、遠距離など山間部特有の
地理的条件における無線操作要領、ポンプ車
および可搬動力ポンプの機械操作の技術・知
識を習得するとともに山間部での消火活動の
厳しさを体感しました。
今後も、地域住民の皆様の生命・身体・財
産を守るため、我々消防団は様々な訓練を実
施していきます。
第一分団 分団長 正木 啓之
第二分団 分団長 君塚 利彦

▲白熱のラリー戦が繰り広げられました

大多喜中 柔道部男子団体 優勝

▲団体戦で優勝した大多喜中学校柔道部男子

※消防団リポートの掲載は、総務課文書広報
係までご連絡ください。☎82−2111
▲巧みな技で相手を圧倒
17
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旧老川小学校

ジビエ料理の
ワークショプ開催
9 月 2 3 日（ 土 ）、旧 老 川 小 学 校 で 株 式 会 社 良 品 計 画
（無印良品）による「池田征弘さんジビエ料理」ワーク
ショップが開催されました。旧老川小学校は閉校後の利
用計画等を募集したところ、貸付先として株式会社良品
計画が決定し、今年5月8日から各種の事業が進められて
います。
今回は、茂原市の人気イタリアンレストランの池田征
弘シェフを講師に料理教室を開催。大多喜町産のイノシ
シ肉をメインの素材としたパスタ・サラダ・スープを調
理しました。参加者は約20人で、「獣の肉でも下処理を
することでくさみがなく、美味しいお肉として食べられ
た。ジビエ料理が美味しいことをもっと色んな人に知っ
てほしい」と話していました。

きれいになりました

城下町クリーン作戦
９月２８日（木）、大多喜中学校生徒会による清掃
活動「城下町クリーン大作戦」が今年も行われまし
た。自分たちの住む町をきれいにしようと、毎年お
城まつり開催前に行っているものです。
清掃場所は学年ごとに分担され、掃き掃除や草取
りなどを実施。生徒の皆さんのおかげで非常にきれ
いになりました。

明治・大正・昭和の大多喜

大多喜城 企画展が好評

▲大正2年久保町通り伊勢幸前

千葉県立中央博物館大多喜城分館で開催している企
画展「なつかしの街並み−明治・大正・昭和の大多喜
−」が好評です。
大多喜町の中心街は、近世の城下町を出発点とし、
明治維新後も公共機関や諸産業の地域的中核となり、
豊かで、活気にあふれた街並みが広がっていました。
近代から現代につながる地域伝来の資料を掘り起こ
し、当時の大多喜のにぎわいが紹介された同企画展
は、12 月3 日（日）まで開催されています。
広報おおたき No.590
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大多喜町少年柔道クラブ出身

関さんがインターハイでベスト８
関龍聖さん（市立習志野高校３年生）が、福島県で開催された平
成29年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）に出場しまし
た。関さんは、大多喜町少年柔道クラブ出身で、大多喜中学校卒業
後は強豪校の習志野高校へ進学。今回のインターハイでは、ベスト
８という輝かしい成績を収められました。

交通安全にご協力を！

秋の交通安全運動
街頭キャンペーン
9 月 2 9 日（ 金 ）、秋 の 交 通 安 全 運 動 街 頭 キ ャ ン
ペーンが開催されました。三育学院大学の学生や大
多喜町交通安全協会の方々が、船子交差点付近で交
通安全を呼びかけました。信号待ちのドライバーに
は、啓発チラシなどを配布しました。

イベントなどで活用

組み立てステージと放送機器を購入
平成２８年度に一般公募した財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業で「やまゆりの
会」から申請のあったイベント用の組み立て式ステージとマイク、スピーカーなどの放送機器が購
入・納品されました。旧老川小学校などで開催される子ども夏祭りで使用され、今後もやまゆりの会
が開催するイベントで広く地域の皆さんに活用されることが期待されています。
この助成事業は宝くじの社会貢献広報事業としてコミュニティ活動備品の整備などを行い、地域の
コミュニティ活動の充実を図るものです。

19
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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８回

ポ

ー

ト

細谷 京子さん（老川）

夏の思い出

地域で楽しんだ

夏祭り

夏休み終盤の8月26日、残暑の厳しいなか旧老川小学校
で「夏祭り＆盆踊り」が開催されました。
以前は、夏の風物詩として地域総出で賑やかに行われて
いた「盆踊り」ですが、今では開催が難しい状況の中、子ど
もたちに地域の踊りや盆踊りを体験してもらいたいという思
いで開催されました。
当日は、千葉テレビ「街角クイズ」も収録があり、お城まつりや紅葉
まつり等身近なクイズが出題されました。参加者の皆さんは楽しみなが
ら答えていました。
「子どもまつり」では、わたがし、ヨーヨー釣り、スーパーボールす
くい、金魚すくい、お面ペインティングなどたくさんの企画があり、
子どもたちは、どれにも大はしゃぎでした。
屋内では、スリッパをラケットにし、浴衣をユニホームにした「スリッパ卓球大会」が行われ、白熱
した試合が繰り広げられました。
また、校庭では「かぐや蓮」によるよさこい踊りが披露され、和太鼓の体験コーナー、中学生らによ
る「大東京音頭」などにより雰囲気も盛り上がり参加した女子中学生は「初めての盆踊りだったがとて
も楽しかった。」と話していました。
日没後、いよいよ皆が待ちに待った、わくわくドキドキ感を味わえる「お化け屋敷」。驚かす側が、
驚かされるというハプニングもあり、笑い声の混じる親しみのあふれるイベントとなりました。
来場者の八街市から来た親子は、「自分の地域では、盆踊りがなくなりさみしいですよ。子どもは、
お化け屋敷をとても楽しみにしていました。」と、この地域の取り組みを高く評価していただきまし
た。
このイベントで地域の絆を深めることができたように感じました。
来年も楽しみですね。
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大多喜町地域おこし協力隊の能城里沙子です。日に日に秋が深まる季節となりましたが、いかがおすご
しですか。今月も、皆さまに日々の活動を報告させていただきます。

14

11
10

11

よしの

き

み

え

わたなべ

「農家って、家族が幸せになれる
仕事だと思います。」

渡邉 さなえ さん

「いいね！」をお願いします！

☎04 7 0 − 8 2 − 2 1 1 2 （ 企 画 課内）
地
域おこし協力隊 能城まで
地域

日々の活動を掲載います。

ご協力いただける方がいましたら

吉野 喜美恵 さん

60

大 多 喜 町に き て ７ 年 半 。 い す み 鉄 道
上 総 中 野 駅 の す ぐ そ ば で 、 小学 校に 通
う息子と旦那さんの家族３人で暮らす
渡邉さん。
渡 邉 さ ん が 大 多 喜に 来 る き っ か け と
なったのが、当時参加していた日本の
耕 作 放 棄 地 を 再 生 す る た め の 会 。 月に
１度、作業のために大多喜へ通ってい
る う ちに 、 現 地 の 案 内 人 で あ っ た 旦 那
さんと結婚。そのまま町に転入した。
「星がきれいで、水も空気も美味し
い。ここだったら、自給自足だってな
んでも出来るって思いました。」
嫁いだ先は農家。青年海外協力隊と
し て の 活 動 や 、 海 外 留学 の 経 験 が あ る
渡邉さんも、外仕事は初めてだった。
日中は旦那さんと農作業や山の間
伐、竹山の整備や草刈りはもちろん、
家の周りにある４か所の畑は、渡邉さ
ん一人で管理している。
「今の 代以上が持っている技術を
守らなければ、日本から大切な技術が
なくなってしまいます。大多喜の土地
のほとんどは森林ということもあっ
て、農業と林業のなりわいを復活させ
たいと思っています。できたら子ど
もにも農家を継い
でほしいです。年
齢に応じた仕事が
あって、家族みん
なでできるから。
農家って、生きて
いくうえで大切な
ことや必要な知恵
を、家族皆で学び
ながら幸せになれ
る最高の仕事だと
思います。」

〜協力隊からのお知らせ〜

⑫
18

若い人たちの大多喜町に対する想いや情熱を発信していく事で、地域全体を盛り上げていきたいと
考えています。その中から、今月は二つの記事を紹介します。他の記事は、協力隊フェイスブックに
てご覧頂けます。

「大多喜って自慢できるところです」

10

大多喜町中野で生まれ育った吉野さ
ん。高校卒業後に大多喜を離れ、大学
へ進学。卒業後は都内のシステム会社
に勤務し、人工衛星の追跡管制システ
ムの開発を行っていた。
「本当に忙しくて、寝るためだけに家
に帰る感じでした。姉が実家の近くで
子育てをしているのをみて、将来のこ
とを考えると、私も戻ったほうが良い
かなと思って帰ってきました。」
年 越 し の Ｕタ ー ン を し て 、 現 在 の
職場は茂原市。学生時代もいすみ鉄道
で茂原の高校まで通っていたので、茂
原市には親しみを持っていた。
「大多喜に戻ってからは、充実した
生活をしています。子どものときに中
野地区でおしえてもらったお囃子の篠
笛を活かして、職場の人と阿波踊りを
したり。地域のクラブチームに入れて
もらってバレーボールもやっていまし
た。」
家族がいる安心感と、東京とは違う
〝せかせかしてない感じ〟そんな良さ
があることも、戻ってきてから感じた
そう。
「子どものときは、大多喜は田舎で嫌
だなって思っていました。大人になっ
てから、よその人
に魅力を教えても
らって、たけのこ
もホタルも紅葉も
こんなにすごかっ
たんだなって。職
場でもよく、大多
喜のことを聞かれ
ます。大多喜って
自慢できるところ
です。」

H29.10.24
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あさかわ みつひろ

26

フェイスブック更新中

若者インタビュー協力者大募集

18

かねてよりいすみ市の地域
おこし協力隊松田氏と連携
し、白子町の革職人に指導を
受けながら、通常は有害獣駆
除の際に処分されてしまうイ
ノシシの革の有効利用につい
て考えてきました。
今回、より多くの方と共に
有効活用を考える機会とし
て、 月 日㈯にいすみ市大
原にあるコワーキングコミュニ
（ひので）」にてイ
ティ「 hinode
ノシシの革でカードケースを
作る簡単なワークショップを
行います。
また当日は、いすみ市や大
多喜町をはじめとした外房地
域とゆかりのある漫画家「つ
げ義春」さんの展示と元ガロ

イノシシ革を活用したワークショップを行います
編集者「浅川満寛さん」をお
招きしたトークイベントも開
催されます。
皆さま、ぜひこの機会にお
立ち寄り下さい。
（「つげ義春」さんの展示は
月 日㈪～ 日㈰の間、開催さ
れています。レザークラフト
のワークショップは 月 日㈯
のみ 時から体験無料・先着
名での受付。トークイベントは
時から予定しています。詳細
は、大多喜町地域おこし協力隊
フェイスブックページをご確認
』いす
ください。会場『 hinode
み市深堀１７２１ １）
−

ご連絡をお願いします。
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大多喜町若者100人インタビュー

けんこうカレンダー
11 〜 12 月

☆子どもの事業☆
行事名

日時

☆受付時間

場

☆9:30～11:00

所

保健センター

12/6
1歳6か月児健診

☆13:00～13:15
12/14

対

象

者

乳幼児とその保護者（対象月の平成28年10月、平成29年3月、
6月生まれの方には個別に通知します）
乳幼児とその保護者（対象月の平成28年11月、平成29年4月、
7月生まれの方には個別に通知します）
平成28年4月1日～平成28年5月31日生まれの方

保健センター

3歳児健診

おひさまキッズ

健康福祉課 保健予防係
☎ 82-2168（内線 263 ～ 265）

( 保健事業予定表 )

11/1
乳幼児相談

●申込み・問合せ●

☆13:15～13:30
11/21
12/19

平成26年5月1日～平成26年6月30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

11/17

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

12/7

13:30～15：00

保健センター

乳幼児（平成29年1月、2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

日時

☆受付時間

場

11/30

所

旧老川小学校
☆10：00

おおたきウォーク♪
12/15

保健センター

対

象

者

ウォーキングを行いたい方
＊11/30は「1日ウォーク」として、老川地区の紅葉を見なが
ら歩きます。
※雨天の場合は、室内で体操を行います

☆高齢者の事業☆
行事名

日

時

場

からだいきいき塾

11/10・17
12/8・15

9:30～11:30

大人の脳トレ教室

11/10・17

14:00～16:00

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
11/2・16・12/7・21

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)

エイズ相談
ＨＩＶ抗体検査

毎月第1・第3月曜日

象

者

※事前に申し込まれている方

健康相談日程表

事業名

月曜日～金曜日

対

老人福祉センター

夷隅健康福祉センター

障害のある人への
差別に関する相談

所

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）

9：30～11：00

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
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「おおたきウォーク♪～1日老川ウォーク～」に参加しませんか
１１月のおおたきウォークは体力に合わせ参加できるよう2つのコースをご用意しました。
Ａコースは、約9㎞の1日コースで、途中、暗い手掘りのトンネルを通るなどあまり知られていない道を歩
き、歩いた後は疲れを癒す甘酒をご用意する予定です。Ｂコースは、約5㎞の半日コースで主に中瀬遊歩道を
歩きます。
老川地区の紅葉を見ながら楽しくウォーキングできればと思っています。多くの皆様のご参加をお待ちして
おります。
【実施日】 11月30日（木）※雨天は屋内で体操を1時間程度行い、終了となります。
【集合時間・場所】 10時 旧老川小学校集合
【行程】●Ａコース（解散予定：14時） 旧老川小学校～葛藤～筒森もみじ館（昼食・トイレ）～旧老川小学校 約９㎞
※Ａコースを希望される方は、お弁当をご持参ください。
●Ｂコース（解散予定：12時） 旧老川小学校～葛藤～中瀬遊歩道～旧老川小学校
※Ｂコースは半日になります。歩いた後、解散となります。

約5㎞

両コースとも、台風等で通行止になるなど、歩くのが不適切となった場合、コースが変更
になる可能性がありますのでご了承ください。
【持ち物】 飲み物、タオル、（Aコースの方はお弁当と敷物）
＜問合せ＞健康福祉課

保健予防係

☎82−2168（内線264）

「総元地区けんこう講座」実施のお知らせ
「減塩で健康づくり」をテーマに総元地区の各集会所にてけんこう講座を実施します。多くの方のご参加をお
待ちしています。
＜実施日時・会場＞
日にち
10月29日㈰
11月15日㈬
12月４日㈪

開始時間
14時
10時
13時30分
10時
13時30分

八
部
堀
大
石

集合場所
声 青 年
田 青 年
之 内 青 年
戸 を 青 年
神 区 民

館
館
館
館
館

日にち
11月29日㈬
12月8日㈮

開始時間
10時
13時30分
10時
13時30分

久
三
小
黒

集合場所
我原青年
又 区 民
谷松友愛
原 公 民

館
館
館
館

※実施時間は１時間30分程度を予定しています。
□減塩のお話（味覚チェックなど） □楽しく体操・レクリエーション
□みそ汁の塩分測定（塩分測定を希望される方は、みそ汁10ml程度をペットボトル等の
容器に入れて会場に持ってきてください。）
＜持ち物＞ 水分補給のための飲みもの（甘くないもの）
問合せ 健康福祉課 保健予防係
☎82−2168（内線264）
＜内

容＞

健康コラム

第３号

～特定健診について（その2）～

今月は１０月号に引き続き、特定健診をテーマ
に中嶋医師による健康コラムを掲載します。

予防医学では健康な人に対して行われる予防処置（例えば予防接種など）を一次予防といいます。肥満や栄
養、運動、喫煙、飲酒などの生活習慣の改善による疾患予防は一次予防です。すでに、病気にかかっている
が、まだ兆候や症状が現れていない人を発見し、治療・悪化の予防処置をすることを二次予防といいます。早
期発見できれば、より侵襲が少なく、より経済的な方法で合併症や死亡を減らすことができます。三次予防は
脳卒中のリハビリテーション、末期腎不全の透析治療などをいいます。
特定健診は、一次予防と二次予防の間にいる方々に、生活習慣の改善や早期受診などの予防対策を行いま
す。現代社会ではファストフード、スナック、砂糖含有量の清涼飲料、不規則な食行動、運動不足、睡眠障
害、嗜好品などが蔓延し、肥満や健康被害の原因になっています。無症状、多忙を理由にして、病気が発見さ
れても医療機関受診を先延ばしにしてしまうと、病気が悪化してしまう可能性があります。健診で「受診が必
要」と判定された方はきちんと受診することが大切です。治療中の方も健診結果を主治医の先生に診ていただ
くとともに、この機会に日常生活の見直しをすることも良いと思います。
23
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「美味しい料理で介護予防教室」に
参加してみませんか

地域包括支援
センター

皆さんは自分の健康づくりについて、日頃から取り組んでいます
か。１人で取り組むのは難しいと考えている方に是非参加していただ
きたい、介護予防教室「美味しい料理で介護予防教室」についてお知
らせします。
この教室は名前のとお
り、美味しい料理を作る
事を通じて、脳・身体機
能・口腔機能の力や栄養
の知識について楽しく学
ぶための教室です。「健
康」という、目標に向
かって介護予防を身につけませんか？

No.123

だより

日にち

⑴ 初回説明会 12月21日（木）
⑵ 平成30年1月より3月末まで、毎週木曜日に開校
時 間 9時30分から14時まで
内 容 ⑴ 主に椅子に座って行う筋力トレーニングと
脳トレゲーム
⑵ 歯科衛生士による口腔機能向上教室
⑶ 管理栄養士による栄養教室（調理実習含む）
会 場 大多喜町 老人福祉センター
定 員 先着２０名
参加費 無料
申込締切 12月15日（金）
※定員になり次第、締め切らせていただきます。お早めにお申し
込みをお願いします。
問合せ 健康福祉課 介護保険係 地域包括支援センター
☎82－2168（内線267）

▲調理の様子

▲試食の様子

みんなの年金

納めた国民年金保険料は全額が
社会保険料控除の対象です

控除の対象となるのは、平成29年1月から12月まで
に納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納
された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者やご家
族の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、
その保険料も合わせて控除が受けられます。
平成29年1月1日から9月30日までの間に国民年金保
険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構か
ら「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送
られますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書
または領収証書を添付してください。（10月1日から
12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を
納められた方へは、翌年の2月上旬に送られます。）
○問合せ

ねんきん加入者ダイヤル
0570−003−004（ナビダイヤル）

い い

みらい

【１１月３０日は「年金の日」です！！】
年金記録や将来の年金受給見込額
を確認し、未来の生活設計について
考えてみませんか。
「ねんきんネット」をご利用いただ
くと、いつでもご自身の年金記録を
確認できるほか、将来の年金受給見
込額について、ご自身の年金記録を
基に様々なパターンの試算をするこ
ともできます。「ねんきんネット」
については、日本年金機構のホーム
ページでご確認いただくか、千葉年
金事務所にお問い合わせください。
○問合せ 千葉年金事務所
☎043ー242ー6320
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いいね！がいっぱい部活動⑩

西中学校

バレーボール部

西中学校バレーボール部は、１年生５名、２年生３名で活動
を行っています。
「声は戦力」の合い言葉を胸に、平日は放課後、土日は近隣
の学校への練習試合等、声が途切れることなく元気いっぱいに
活動しています。
１年生の部員が５人と多いため、４月からの戦績はありませ
んが、来年度の統合前に西中単独のチームで１勝以上すること
を目標にしています。また、西中最後のチームとして、西中の
歴史に爪痕を残すことが私たちに課せられた使命でもありま
す。今後とも、保護者、地域の皆様方の変わらぬご支援、ご協
力をよろしくお願いいたします。

部員から
ひと言

西中として出られる
最後の試合を悔いの残
らないようにしたいで
す。サーブミスやカッ
トのミスを減らしチー
ムが１つになれるよう
に、毎日の練習をしっ
かり取り組りくんでい
きたいと思います。
２年 君塚 葵

レフトアタッカーと
して、セッターのトス
一球一球に力を込めて
全力で打つことを目標
に、毎日取り組んでい
ます。バレーボールと
は、強い信頼と団結力
が必要な競技です。８
人で爪痕を残せるよ
う、頑張りたいと思い
ます。
２年 細谷 綾華

セッターなので、ス
パイカーが打ちやすい
いいトスを上げられる
ように精一杯頑張りた
いです。スパイカーに
よってトスの高さや距
離を変えていきたいで
す。声を出して前向き
に頑張りたいです。
２年 川口 真初

西中のチームで１勝
以上することが目標で
す。今まであと少しと
いうところで負けてし
まい、とても悔しい思
いをしました。大会で
勝つためにも、私は
サーブとレシーブの技
術を磨き、積極的にプ
レーしたいです。
１年 君塚 萌

強いスパイクを打て
るようになることが目
標です。いつも前衛の
時に打てなくてとても
悔しい気持ちでいっぱ
いになります。たくさ
ん練習し、強いスパイ
クを打てるようになっ
てチームに貢献したい
と思います。
１年 三上 ちひろ

入学して１ヶ月もた
たないうちに大会にレ
ギュラーとして出場し
ました。他の学校の１
年生より試合経験があ
るので、声だけは負け
ないように頑張って
います。西中として出
る大会は少ないのでこ
のチームで１勝したい
です｡
１年 君塚 美咲

速いスパイクとサー
ブを相手が拾いにくい
所に落とせるようにな
ることが目標です。ス
パイクでは腕の振り方
や助走のタイミングに
気をつけ、この目標に
近づけるように頑張っ
て練習していきたいと
思います。
１年 君塚 千紘

目標は大会で１勝以
上することです。まず
はサーブの練習をたく
さんしたいです。私は
応援などのサポートを
することの方が多いで
すが、コートの外から
大きい声を出して仲間
が全力を出せるように
していきたいです。
１年 三上 花奈
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子 育て 通 信

№44

～みつば・つぐみの森保育園合同 稲刈り・収穫祭～

稲 刈 り
春に地域の方の田んぼで、２園合同の田植えをさせて頂きました。数カ月して大きく成長
し、しっかり実った稲を９月５日（火）に刈りました。当日は、くもり空でしたが、暑すぎ
ず、稲刈りをするにはちょうど良いお天気となりました。稲刈りガマを手に真剣に刈りとり作
業をする子ども達。刈れた稲を持つと、とても満足そうな表情を浮かべていました。
田植えから稲刈りとお米が出来るまでの過程を体験し、学ぶことができました。

▲「稲刈り頑張るぞ！」と気合が入る
子どもたち！

▲「大きい稲が刈れたよ！」

収 穫 祭
10月4日（水）つぐみの森保育園にて、稲刈りで収穫したお米や園でとれた野菜や芋を使
い、２園合同での収穫祭を行いました。当日は、ボランティアの方々と一緒におにぎり・味噌
汁作りに挑戦しました！普段、お家でお手伝いをしている子も、そうでない子も、自分で芋の
皮むきをしたり食材を切ったり、包丁を握る子ども達の顔は少し緊張気味でした。
自分達で作ったおにぎりと味噌汁の味は格別だったようで、おかわりをしてよく食べていま
した。子ども達は、年間を通して稲や野菜の成長・収穫・調
理に携わり食に至るまでの苦労や感謝の気持ちを学ぶことが
出来ました。

▲「ゆっくり、慎重に・・・。」

▲「ご飯が炊けました！！」

▲「早く食べたいな〜」

問合せ 教育課 保育園係 ☎82−3010／みつば保育園 ☎82−5530／つぐみの森保育園 ☎83−1411
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大

大多喜小学校
２年
いしま

伊嶋

多

喜

さ

ん

ぽ

だいご

大悟

〜町の文化や自然の豆知識をご紹介します〜

さん

ぼくのゆめは、学校の先生です。学校の先生
は、朝早くから学校に来てたのしそうです。ぼ
くはべんきょうがすきだから、みんなにたのし
くおしえたいです。

第２回

名字(苗字)の由来①

俗に庶民は明治以降に名字を持つように
なったという考えがありますが、実はそれ
以前から名字はありました。ただ、公に名
乗らなかった ( 名乗れなかった ) だけの話
です。現在、大多喜では磯野と渡辺が最も
多く、次いで、鈴木と君塚、それから、野
口、岩瀬、永島、麻生、小高といったとこ
ろですが、渡辺、野口のように比較的満遍
なく分布するタイプと、君塚、麻生、永島
のように偏在するタイプがみられます。一
方、城下町場から一部上瀑にかけては、鈴
木や渡辺のような例外はありますが、集中

大多喜小学校
２年
せき

関

けいな

恵那

さん

わたしのゆめは、パティシエです。あまずっ
ぱいいちごがたくさんのったケーキが大すき
です。おいしいケーキをつくって、みんなが
えがおになってほしいです。

性は弱く、多様な名字構成です。
では、いつ頃まで遡るかといえば、それ
を確認するのにいいものがあります。それ
はお寺や神社に奉納された石造物、棟札な
どにはそれにかかわった人々の名字が記さ
れているからです。次回以降は、それらの
銘文から大多喜の人々のルーツを訪ねてい
くことにしましょう。

おめでとう 11月生まれ
宮﨑

27

ゆうな

優愛

ちゃん

●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

大竹

な

ぎ

那義

ちゃん

（３歳）

（２歳）

( 洋平さん・千容さんの長女 )

( 義弘さん・麻未さんの長男 )

下大多喜

下大多喜

（ママからの一言）
いつも元気でおてんばさんな
優愛ちゃん。
お兄ちゃんと仲良く笑顔いっ
ぱいに育ってください。

（ママからの一言）
2 歳のお誕生日おめでとう♡
外遊びが大好きで毎日元気
いっぱい！
最近はおしゃべりも上手にな
り家族を楽しませてくれてい
ます。たくさん笑って元気に
大きく育ってね！
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対象者 大多喜町およびいすみ
市の源泉徴収義務者の方
問合せ 茂原税務署
☎0475−22−2166
消費税軽減税率制度
説明会開催
日時 11月16日㈭ 受付9時30
分～ 説明会10時～11時まで
会場 夷隅文化会館 大ホール
対象者 大多喜町およびいすみ
市の事業者の方
問合せ 茂原税務署 法人課税
第1部門 ☎0475−22−8396
10月〜12月は
「労働保険適用促進強化期間」です
労働保険は、労災保険と雇用
保険の総称です。農林水産の事
業の使用労働者５人未満の個人
事業を除き、労働者を一人でも
使用する事業主は、労働保険徴
収法により労働保険に加入手続
きをしなければならないことに
なっています。未手続事業の事
業主は至急、加入手続きをして
ください。
問合せ
収課

千葉労働局労働保険徴
☎043−221−4317

平成29年度犯罪被害者週間
「千葉県民のつどい」

お詫びと訂正
広報おおたき10月号（№589）11
ページ、房総さとやまGOに関する
記事の一部に誤りがございましたの
で、訂正してお詫びいたします。
●訂正箇所
上総中野駅行き時刻表中、弘
文洞入口の運行時刻の欄
（誤）14：40
（正）15：40
善意の心をありがとうございます

接種期間 10月～12月
対象者
①満65歳以上の高齢者
※本年の11月～12月に満65歳
を迎えられる方にも、お誕生
日が近づきましたら予診票を
お送り致します。
②60歳以上65歳未満で、心
臓、腎臓、又は呼吸器の機能
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
害を有する者及び、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
能な程度の障害を有する者
接種回数 1人につき1回まで

大多喜町ふるさとづくり寄附金（９月分）
申込件数 212件
申込金額 7,152,000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。こち
らもご覧ください。
≪社会福祉協議会福祉基金≫
磯野 一郎 様（上原）10,000円
≪九州北部地方大雨災害義援金≫
・コレット商事㈲取締役岩瀬秀子
お客様 186名様
・大多喜町役場募金箱
≪東日本大震災義援金≫
コレット商事㈲取締役 岩瀬秀子
お客様 186名様
≪熊本地震災害義援金≫
コレット商事㈲取締役岩瀬秀子
お客様 186名様
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インフルエンザの予防接種を受けましょう
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建物解体

町長日誌（９月）

福祉のしごと就職フェア・inちば
求人のある社会福祉施設・事業
所の採用担当者との個別面談や福祉
職場に関する相談等を行い、福祉・
介護人材の確保と就労をサポートし

返しきれない借金で悩んでいませんか？
千葉財務事務所では無料の債務
相談窓口を開設しています。解決
のための助言を行い、必要に応じ
法律専門家を紹介します。
受付時間 月曜から金曜まで8
時30分から12時まで、13時
から16時30分まで
連絡先 財務省 千葉財務事務
所 債務相談窓口 ☎043−
251−7830（直通）

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。
問合せ 健康福祉課 保健予防
係 ☎82−2168

日 町議会議員全員協議会
日 敬老祝い訪問
日 議会定例会 月会議（ 日目）
日 議会定例会 月会議（ 日目）
日 大多喜地区区長会意見交換会
日 敬老祝い訪問
日 議会総務文教・福祉経済合同常
任委員会協議会
日 議会福祉経済・総務文教合同常
任委員会協議会
日 議会定例会 月会議（最終日）
日 町ＰＴＡ親善バレーボール大会
日 秋の全国交通安全運動出動式
日 特別養護老人ホーム運営委員会
日 ジビエ料理ワークショップ
日 満１００歳祝い訪問
日 大雨による災害対策本部設置
日 第 回交通安全祈願並びに物故
者慰霊法要
県町村会政務調査会総務・事業
合同委員会
日 大多喜お城まつり前夜祭

犯罪被害者の実情や被害者支
援の必要性を考える「千葉県民
のつどい」を開催します。
日時 12月3日㈰
13時から16時まで
会場 千葉県教育会館大ホール
主催 千葉県・（公社）千葉犯
罪被害者支援センター
参加費 無料
内容 講演（犯罪被害者遺族
山内久子氏）
高校生3名による意見発表
音楽会（八千代少年少女合唱団）
申込方法 要事前申込み（はが
き・電話・メール）
問合せ 千葉県環境生活部くらし
安全推進課 ☎043−223−2333

ます。直接会場へお越しください。
日時 11月11日㈯
13時～16時まで
会場 幕張メッセ国際会議場
コンベンションホール他
問合せ 千葉県社会福祉協議会
千葉県福祉人材センター
☎043−222−1294

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
広報おおたき No.590
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町民カレッジ参加者募集
「プリザーブドフラワー講座」
日時 11月26日㈰ 13時30分～
場所 中央公民館２階 研修室
講師 フラワーコーディネー
ター志関二三代 先生
対象 町内在住・在勤の方
定員 20名
参加費 1人2,500円（材料費）
申込み・問合せ 中央公民館
☎82−3188
大多喜県民の森行事予定
●『竹の作品展』
日時 11月18日㈯～12月2日㈯
9時～16時30分
実施内容 伝統的な竹細工を手
掛ける著名な方々の作品を展
示します。
参加費 無料
●『下駄教室』
日時 11月26日㈰ 10時～12時
実施内容 手作りの下駄を製作
します。
募集人員 10名
参加費 1,500円
問合せ
務所

大多喜県民の森管理事
☎82−3110

平成30年度
千葉県生涯大学校学生募集
応募条件

29

健康、仲間づくり、社
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会参加に興味のある千葉県在住の
方で、原則として60歳以上の方
※55歳以上59歳の方も一定要
件のもと応募可
募集期間 11月10日㈮～12月
28日㈭
願書配布 県庁ホームページから
ダウンロード。生涯大学校各学
園、各市町村高齢者福祉担当課
などで配布。郵送希望者は、
140円切手を貼った返信用封筒
（角2）を同封し以下へ郵送。
問合せ
〒260−0801 千葉市中央区仁
戸名町666−2 千葉県生涯大学
校事務局 ☎043−266−4705

シニア従業員の
お仕事説明会in大多喜
大多喜町と協定を結び、高齢者
の見守りや雇用促進等を推進する
セブン−イレブンが、勝浦・いす
み・御宿・大多喜の４市町合同で
仕事説明会を開催します。
日時 11月22日㈬
14時～15時30分まで
会場 大多喜町中央公民館 ２
階研修室
費用 無料
対象 概ね60歳以上のシニアの
方（年齢制限なし）
定員 40名程度
申込み 産業振興課 商工観光
係 ☎82−2176

商売繁盛窓口のご案内
大多喜町商工会では、商売繁盛
窓口を開設しています。日々のご
商売のことならどんな些細な事で
もご相談ください。外部の専門家
が無料で相談に応じますので、是
非ともご利用ください。
日時 11月16日㈭、12月21日㈭
※相談時間は10時～16時
場所 大多喜町商工会館
その他 相談は事前予約制です。
商工会へ電話にてご予約下さ
い。商工会 ☎82−2538
とくとく商品券の抽選
商工会より
町内における消費需要の喚起を
目的に「大多喜とくとく商品券」の
発行を例年行っています。受付を
行ったところ、商品券の発行総額
１，
７７１万円に対して、発行総額
３，
２３７万円と多くの町内外の世
帯から申込みがあり、購入予定者は
抽選によって決定することになりま
した。多くの世帯の皆様から商品券
の申し込みを頂きましたことに御礼
を申し上げますとともに、ご理解頂
きますようお願いします。
商工会 ☎82−2538
平成29年分
年末調整等説明会開催
日時 11月16日㈭ 用紙配布
13時～ 説明会13時30分～
15時30分まで
会場 夷隅文化会館 大ホール

本だな

インターネット検索・予約
を開始します

町立図書館天賞文庫だより
☎82－2459

11月のスケジュール

大多喜図書館天賞文庫蔵書資
料のインターネット検索、予約
を１１月から開始します。

■おはなし会
11月19日（日）
午前10時30分から
■えいが会
11月19日（日）
午後2時から

手順 ⑴図書館で、仮パスワードを発行します（図書館にお立ち寄りください）
⑵大多喜町ホームページの図書館のページを開き、資料を探す（仮）にア
クセスして、仮パスワードから入り、任意のパスワードとIDを入力する
と閲覧画面になります。
また、https://www.lib100.nexs-service.jp/otaki/
webopac/index.do のURLからでもアクセスできます。
※大多喜図書館にない資料は今まで通り、リクエスト用紙の
提出をお願いします。

刊紹介

・迷ーまようー
大沢 在昌ほか(著)
・この世の春 上・下
宮部 みゆき(著)
・とるとだす
畠中 恵（著)
・トムとジェリーをさがせ！どたばたハウスで
おおあばれ
・トムとジェリーをさがせ！びっくりタウンは
おおさわぎ
・トムとジェリーをさがせ！めいさくえいがで
大活躍
（河出書房新社)
寄贈CD
・談志百席

新譜CD
第二期
立川 談志

圭祐

寄贈の本
佐藤
長島

AX（アックス）

伊坂

幸太郎(著)

「兜」は一流の殺し屋だが、家では妻
に頭が上がらない恐妻家。引退を考え
ながらも爆弾職人を軽々と始末した兜
は、意外な人物から襲撃を受け…。
全5篇を収めた連作集。『小説野性時
代』ほか掲載に書き下ろしを加えて単
行本化。

雑誌

・がらくた
桑田

・人生の最期に笑う人泣く人
・お金のいらない国 １～４

め本
おすす

新

休館日
６日、１３日、２０日、
２７日、３０日

康行(著)
龍人(著)

・今日の料理
・趣味の園芸
・こどものとも ０・１・２
・かがくのとも
・ひよこクラブ
★図書館では毎月上記雑誌を購入しています。

米寿なる訪問受けし敬老日
鈴木
典子

千鶴子

伊吹 万里

曼珠沙華花をささえし薄みどり 井守

かわも

鋤柄 直紀

すれすれに川面渡りし夕とんぼ

昭子

わび

とんぼ

詣でれば亡姉の墓に蜻蛉舞う

塩田

とな

齊藤 幸子

人住まぬ隣りは日々に侘しかり

夏あさき一日の終り深々と
湯船につかり風の音きく

齊藤 松枝

善利

村里は世代かはれど存へて
夫とともに猛暑日すごす

鈴木 政雄

賑やかなる五羽の燕は巣立ちして
軒端寂しく秋風の吹く
君塚

早くにも稲を刈りとる人見ゆる
未だ残暑のきびしき中に

プランターに育てし茄子を揚げて食う
夕餉は楽し一人居のわれ
永野 雅子
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November

月 霜月

日

曜

行

リズムウオーキング教室

1

水

2

木

3

金

4

土

5

日

6

月

人口と世帯

しもつき

事

場

所

B&G体育館

時

刻

14：00～

ごみ収集
（可燃）
（不燃）

文化の日
文化祭

中央公民館

9：30～

防災訓練

旧上瀑小学校

9：00～

心配ごと相談(日常生活上の相談） 福祉センター

9：00～12：00

農業委員会

役場大会議室

14：00～

7

火

出前保育

上瀑ふれあいセン
10：00～
ター

8

水

リズムウオーキング教室

B&G体育館

14：00～

交通事故発生状況
（可燃）
（ペット）
（可燃）

9

木

（紙類・衣類）

10

金

（可燃）

11

土

産業まつり「‘１７産業フェア―in 道の駅「たけゆら
9：00～14：00
おおたき」
の里おおたき」

12

日

ひまわり会

13

月

14

火

ジュニアスポーツクラブ

海洋センター

平成２９年１０月１日現在
口 ９, ３６２人 （−９）
男
４, ５８０人 （−８）
女
４, ７８２人 （−１）
世帯数 ３, ８０８世帯 （＋１）
（ ）は、前月比
人

９月中（人身事故件数）
発生件数 ２件（１９）
死 者 数 ０人（

１）

傷 者 数 ３人（２８）
（

）は、１月からの累計

9：00～

福祉センター

（休日受付）
（可燃）

出前保育

味の研修館

10：00～

リズムウオーキング教室

B&G体育館

14：00～

保育園入園申請受付

みつば保育園・つ
9：00～17：00
ぐみの森保育園

（可燃）

（ペット）

おおたき 119 ( ９月中 )
火災件数

０件（

救急件数

６）

４２件（４３１）

交通事故 ４件（ ３６）
内訳 急
病 ２１件（２５４）
そ の 他 １７件（１４１）

15

水

16

木

リトミックであそぼう♪

みつば保育園

9：30～

（缶類）

17

金

ベビーダンス♪

つぐみの森保育園 9：30～

（可燃）

18

土
子ども習字教室

中央公民館

10：00～

19

日

おはなし会

図書館

10：30～

えいが会

図書館

14：00～

20

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

（可燃）

21

火

トットくらぶ

各保育園

9：30～

（不燃）

転出入（９月届）

22

水

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

B&G体育館

14：00～

（可燃）

転
転

（

）は、１月からの累計

慶
出
死

弔（９月届）
生
亡

入
出

３人
１４人

１２人
１０人

勤労感謝の日
養老渓谷観光セン
ターやまびこ、旧
養老渓谷紅葉まつり、二十八市、
会所分校、上総中 10：00～15：00
けよけよ市
野駅前、城下通り
商店街

23

木

24

金

25

土

ジュニアスポーツクラブ

26

日

町民カレッジ「プリザーブドフラ
中央公民館
ワー講座」

13:30～

27

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

28

火

おもいやりの会

29

水

リズムウオーキング教室

30

木

◇当番医の紹介◇
（可燃）

総元

海洋センター

9：00～

福祉センター
B&G体育館

（農機具受付）
8：30～12：00

《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

（可燃）
（ペット）

14：00～

（可燃）
（びん）

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

こども急病電話相談 毎日夜間 午後７時～１０時
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☎＃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

満百歳お祝い
老人の日の記念事業として、毎年、満百歳を迎えら
れる方には、内閣総理大臣から祝状及び記念品(銀杯)

貝塚

が贈呈されます。大多喜町では今年９名の方がこれに

か津さん

該当しました。
夷隅健康福祉センター長より祝状および記念品(銀
杯)が、また飯島町長からは祝金および祝品が贈ら
れ、長寿のお祝いをしました。
満百歳を迎えられた方を紹介します。
君塚

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。

宇野

災害情報フェイスブック

齊藤

カヅエさん

とよ子さん

君塚

菅野

権右衛門さん

まつさん

石橋

江澤

ちかさん

仲さん

正子さん

麻生

てるさん

町公式フェイスブック

ギャラリー
「秋を彩る（竜胆）」

アプリ「マチイロ」

大多喜写真同好会
大久保 幸雄 さん（三又）
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