介護予防普及啓発事業
「巡回型元気いきいき教室」を開催します
町では、介護予防の普及と啓発を目的とし、各区の集会所で
運動やレクリエーションを行う「巡回型元気いきいき教室」を実
施します。皆さんのご参加をお待ちしています。
【日時・場所】
９月１日（火）
９月２日（水）

上布施コミュニティ消防センター １３：３０～１５：３０
実谷区民館
１３：３０～１５：３０

【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者の方
【持ち物】長タオル・飲料水（水分補給）・筆記用具
動きやすい服装でお越しください
【内容】簡単な体操・ゲーム・歌等
【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８－６７１６

おんじゅく
お知らせ版
発行日 平成２７年８月１０日 ＮＯ．６７８

編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ６８－２５１２
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
Twitter @KohoOnjuku
★Twitter アラートの配信を行っています★

臨時職員を募集します

各種手当を受給されている方は
現況届・所得状況届の提出が必要です
下表に記載している手当を受給中の方は、８月分以降の手
当の受給資格を審査しますので、現況届・所得状況届等に必
要書類を添えて役場保健福祉課福祉介護班（２階②窓口）へ提
出してください。期間内に提出がない場合は８月分以降の手当
の受給が遅れる場合がありますのでご注意ください。
※現在、手当を受給中の方には、個別に通知しています。
手当の名称
提出期間
児童扶養手当
８月３日（月）～８月３１日（月）
特別児童扶養手当
８月１１日（火）～９月１０日（木）
特別障害者手当
８月１１日（火）～９月１０日（木）
障害児福祉手当
８月１１日（火）～９月１０日（木）
【問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６

町では、次のとおり臨時職員を募集します。
≪保育士≫
介護予防普及啓発事業
【勤務内容】岩和田保育所での保育業務 ※９月１日より勤務
【勤務時間】原則９：４５～１８：３０（応相談）
「御宿町ほのぼの健康教室」を開催します
第 6１回御宿町敬老会を開催します
町では、介護予防の普及と啓発を目的とし、各区の集会所で 【募集人数】１名
９月９日（水）、町公民館において敬老会を開催します。
病気や食事の講話を中心に食事をしながら会話を楽しむ「御宿 【応募要件】要保育士資格 年齢不問（６５歳定年）
当日は、地元ボランティアの演芸等を予定しています。７０歳
町ほのぼの健康教室」を実施します。皆さんのご参加をお待ち 【応募方法】履歴書に必要事項を記入のうえ、写真を添付し、 以上の皆さんは、お誘い合わせのうえご参加ください。
８月２０日(木)までに役場総務課（４階③窓口）へ提
しています。
【日時・場所】９月９日（水） 町公民館
出してください。※郵送可 締切日必着
【日時・場所】９月１０日（木） 高山田公民館 １０：３０～１３：３０
受付 １０：４０～、式典 １１：３０～、演芸 １２：２０～
【面 接 日】８月２４日(月)
【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者の方
※式典からご参加の方には、飲み物と軽食を用意しています。
【定員】２０名（申込先着順）
≪清掃センター受付員≫
※当日は送迎バスを運行します。時刻表は次回のお知らせ版をご
※お弁当の注文がありますので、８月３１日（月）までにお申し込 【勤務内容】ごみ搬入受付業務（計量・指示・誘導等）
覧ください。
みください。
※１０月１日より勤務
【問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６
【参加費】６００円
【勤務時間】８：３０～１７：１５
【持ち物】タオル、飲料水（水分補給）
【募集人数】１名
獣害対策の電気柵について
動きやすい服装でお越しください。
【応募要件】心身ともに健康な方 年齢不問（６５歳定年）
獣害対策の電気柵は、法の基準に対応した市販のものであ
【内容】「脳梗塞について」「食事・飲み込みについて」
【応募方法】履歴書に必要事項を記入のうえ、写真を添付し、
れば、安全装置により人や動物等が負傷するような電流は流れ
「自宅でできる予防体操」等
９月４日(金)までに役場総務課（４階③窓口）へ提
ないようになっていますが、静電気のようなショックを受けますの
【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 TEL６８－６７１６
出してください。※郵送可 締切日必着
で電気柵には触れないよう注意してください。
【面 接 日】９月８日(火)
また、電気柵を設置されている方は、事故防止のため以下の
「年金情報流出」を口実にした
≪町公民館夜間施設管理≫
とおり適正管理をお願いします。
犯罪にご注意ください
【勤務内容】町公民館での夜間施設管理 ※１０月１日より勤務 １．電気柵には、周囲の人が容易に確認できる位置や間隔、見
日本年金機構を名乗って口座番号を聞き出そうとする者や、 【勤務時間】１７：１０～２１：１０ 週２日程度
やすい文字で危険表示の掲示をしてください。
「流出した個人情報を削除してあげる」と持ちかけてくる者が現 【募集人数】１名
２．雑草等による漏電や断線がないよう管理してください。
れています。日本年金機構がこの件で電話やメールで連絡をし 【応募要件】心身ともに健康な方 年齢不問（６５歳定年）
【問い合わせ】産業観光課 農林水産班 ＴＥＬ ６８－２５１３
たり、お金やキャッシュカードの要求や、ＡＴＭの操作を依頼す 【応募方法】履歴書に必要事項を記入のうえ、写真を添付し、
ることは一切ありません。
９月４日(金)までに役場総務課（４階③窓口）へ提
８月のＢ＆Ｇ健康運動教室
ご自分の情報が流出しているのでは？など、ご心配な方は専
出してください。※郵送可 締切日必着
町Ｂ＆Ｇ海洋センターでは、健康運動教室を実施していま
用電話窓口または年金事務所へご相談ください。
【面 接 日】９月８日(火)
す。どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。
【問い合わせ】
【日時】アクアビクス ２１日（金）・２８日（金）
・不正アクセス専用コールセンター
【応募・問い合わせ】〒２９９－５１９２
１４：００からプールで１時間程度行います。
ＴＥＬ ０１２０－８１８２１１（フリーダイヤル）
千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２
※保険の加入は任意です。各自で加入をお願いします。
受付時間 ８：３０～２１：００（平日及び土日）
御宿町役場 総務課 行政班
【問い合わせ】町Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL ６８－４１４３
・千葉年金事務所国民年金課 ＴＥＬ ０４３－２４２－６３２０
ＴＥＬ ６８－２５１１

危険物取扱者保安講習の実施について
平成２７年度危険物取扱者保安講習が１０月９日(金)長生村
文化会館にて行われます。
危険物取扱者免状の交付を受け、危険物の取り扱いに従事
されている方は、保安に関する講習(保安講習)を受講した日以
降における最初の４月１日から３年以内に受講しなければなりま
せん。
【受付期間】８月２４日（月）～２８日（金）
【受付場所】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部
２階 予防課(夷隅郡大多喜町船子７３－２)
※受講申請書は、消防本部・勝浦消防署・大原消防署・大多喜
分署・御宿分署・夷隅分署・岬分署に用意してあります。
【講習手数料】千葉県収入証紙 ４，７００円分
【申込・問い合わせ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部
予防課 予防係 ＴＥＬ ８０－０１３２

成田国際空港と千葉県内観光地を結ぶ
無料高速バスが運行を開始します

第２期
第３期
千葉県では、成田空港と千葉県内の観光地を結ぶ高速バス
８月３１日（月）
９月３０日（水）
を、１日４往復無料で実証運行します。ご予約の上、この機会に ※納期を守り、納め忘れのないようにお願いします。
ぜひご利用いただき、千葉の観光をお楽しみください。
金融機関での納付が困難な方は、訪問しますのでご相談ください。
詳細は専用ウェブページにてバスの予約の他、バス利用者限 【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７
定で使用できる観光地での特典等をご紹介します。

専用ＵＲＬ http://www.chibustory.jp

【運行期間】８月１７日（月）～９月３０日（水）
【運行ルート】３路線
①成田国際空港～鴨川（九十九里、大原、勝浦経由）
御宿駅入口停留所の発着時間
※千葉銀行付近（小湊鉄道バス停共用）
・鴨川⇒成田空港
９：３０ １１：２０ １５：３０ １６：３５
・成田空港⇒鴨川 １２：３０ １３：３０ １６：２０ １７：５５
②成田国際空港～館山（富浦経由）
堂本暁子氏講演会を開催します
③成田国際空港～銚子（佐原経由）
御宿ネットワークでは、御宿町の素晴らしさをさらに多くの ※詳細な路線ダイヤは専用ウェブページでご確認ください。
方々に知っていただき、活性化のための一助になることを願い、 【問い合わせ】
前千葉県知事堂本暁子氏の講演会を開催します。
株式会社日本旅行千葉支店「チバストーリー運行事務局」
【日時】９月５日（土）１４：００～１６：００
ＴＥＬ ０４３－２２７－２３０７
【場所】町公民館 大ホール
営業日 月曜日～金曜日（土日祝日は休業）
【演題】昔も今も文化人に愛される御宿町 ２１世紀の地域活性 営業時間 ９：３０～１７：３０
化を目指して
【主催】御宿ネットワーク 代表 黒沼ユリ子
【問い合わせ】事務局 TEL ６８－３３１７

自衛官を募集します
防衛省自衛隊では自衛官（学生）を募集しています。詳しくは自衛隊茂原地域事務所までお問い合わせください。
募集種目
推薦
防衛
大学校
学生

総合選抜

医学科学生
看護学科学生

受付期間
９月５日(土)～９月９日(水)

高卒(見込含)２１歳未満

試験期日（期間）

入（着校）隊

９月２６日(土)、２７日(日）

１次試験：９月２６日（土）
２次試験：１０月３１日（土）、１１月１日（日）
１次試験：１１月７日(土)、８日(日)
９月５日(土)～９月３０日(水)
２次試験：１２月８日(火)～１２日(土)
平成２８年
４月上旬
平成２８年１月２０日(水)
１次試験：平成２８年２月２０日（土）
～平成２８年１月２９日(金) ２次試験：平成２８年３月１１日（金）
１次試験：１０月３１日（土）、１１月１日（日）
９月５日(土)～９月３０日(水)
２次試験：１２月１６日(水)～１８日(金)
１次試験：１０月１７日(土)
９月５日(土)～９月３０日(水)
２次試験：１１月２８日(土)または２９日(日)
９月５日(土)～９月９日(水)

一般(前期）
一般(後期）

防衛医科
大学校

応募資格
高卒(見込含)２１歳未満
(高等学校長の推薦等が必要)

後期高齢者医療保険料の納期

【問い合わせ】自衛隊茂原地域事務所（茂原市町保３－２１７ シティビル２階）
ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２

後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

「ちばプレミアム付き宿泊券」
第２期販売を開始します

千葉県では、県内の取扱い宿泊施設にて宿泊料などのお支
払にご利用いただける、とてもお得な宿泊券を販売します。有
効期間内であればいつでもご利用できます。
【額面】１枚４，０００円（購入額１枚２，０００円）
【購入制限】１人あたり１０枚（購入額２０，０００円分）まで
【利用制限】１人あたり１０枚（額面総額４０，０００円分）まで
※団体でのご利用は、１４名様までの団体はご利用いただけます
※キャンセル料にはご利用できません
【有効期間】
第２期：平成２７年９月１日(火)チェックイン～平成２８年２月１日
(月)チェックアウトまで
【発売日】第２期：９月１日（火）から
【宿泊券販売場所】
主な販売場所は次のとおりです。
９月１日（火）：東京丸の内 KITTE（抽選）
セブンイレブン（県内店舗１０：００販売開始）
９月６日（日）：三井アウトレットパーク木更津（抽選）
９月１０日（木）：セブンイレブン（県内店舗１０：００販売開始）
９月１１日（金）、１２日（土）：チーバくん物産館（抽選）
※詳細はホームページにて新着情報をご確認ください。
ホームページ http://chiba-shukuhaku.jp
【利用可能場所】千葉県内の取扱い宿泊施設
※ご予約時に、ちばプレミアム付き宿泊券ご利用とお伝えください。
※WEB 予約の場合は、備考欄へご利用の旨をご記入ください。
【宿泊券で精算できるもの】
宿泊料および宿泊料と一緒にフロントにて精算できる入湯
税・サービス料・おみやげ代など
※取扱い宿泊施設ごとに異なりますので、詳しくはご予約され
た取扱い宿泊施設へご確認ください。
【宿泊券では精算できないもの】
宿泊料と一緒に精算できないものにはご利用になれません。
（各サービス受付にて支払うサービス料、館内店舗にて支払う
お食事・おみやげ代、駐車場にて支払う駐車料など）
【問い合わせ】ＴＥＬ ０４３－２０１－６３３４
営業時間 平日９：３０～１７：３０（土日祝日は休業）

