１２月１１日（日）は
御宿町長選挙の投票予定日です

おんじゅく

町臨時職員を募集します

町では、以下のとおり臨時職員を募集します。
①清掃作業員
平成２８年１２月２３日任期満了に伴う御宿町長選挙の日程をお知
［勤務内容］海岸及び公衆トイレ清掃、清掃センター作業等
らせします。
［勤務期間］７月８日（金）～８月３１日（水）
【選挙期日】平成２８年１２月１１日（日）
発行日 平成２８年６月１０日 ＮＯ．６９８
（１）３：００～１２：００のうち７時間４５分勤務
【告示日】平成２８年１２月６日（火）
編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ６８－２５１２
（２）８：００～１８：００のうち７時間４５分勤務
【基準日・登録日】平成２８年１２月５日（月）
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
［募集人数］（１）１名（２）４名
※原則週休２日 土日勤務あり
※投票できる方は以下の要件をすべて満たしている方です。
Twitter
@KohoOnjuku
［応募要件］６５歳未満で心身ともに健康な方
①日本国民であること
★Twitter
アラートの配信を行っています★
（２）については普通自動車免許を有する方（ＭＴ車の
②平成１０年１２月１２日以前に出生した者であること
運転が可能な方）優先
７月１０日（日）は
③平成２８年９月５日以前に御宿町の住民基本台帳に登録（転入した
②ウォーターパーク
方については９月５日までに転入届を提出していること）され、引き
参議院議員通常選挙の投票予定日です
［勤務内容］チケット販売、売店での販売等
続き３ヵ月以上御宿町に住所を有していること
『まず一票 そこから未来が 動き出す』
［勤務期間］７月１６日（土）～８月３１日（水） ８：３０～１７：１５
④公職選挙法に規定する欠格要件に該当しないこと
今回の選挙から、選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられます。
※原則週休２日 土日勤務あり
【投票できる方】次の要件をすべて満たしている方です。
郵便等による不在者投票制度のお知らせ
［募集人数］６名
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は、介護保険被保険者証をお ①日本国民であること ②平成１０年７月１１日以前に出生した者であること
［応募要件］６５歳未満で心身ともに健康な方
持ちで以下に該当する方は、自宅などで郵便による不在者投票がで ③公職選挙法に規定する欠格要件に該当しないこと
③保育士
きます。この制度を利用するには「郵便等投票証明書」の交付が必要 ④平成２８年３月２１日以前に御宿町の住民基本台帳に登録され、引き
［勤務内容］岩和田保育所での保育業務 ※８月１日より勤務
続き３ヵ月以上御宿町に住所を有していること
です。必要な方は町選挙管理委員会までお問い合わせください。
［勤務時間］原則８：３０～１７：１５
住所移転の届出をされる方（された方）
○両下肢、体幹、移動機能の障害が１級または２級
※週休２日 休日は日曜日ほか１日
区 分
投票場所
備 考
身体障害者手帳を ○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
引き続き３ヵ月以上御宿町の住民基本台帳に登録さ
［募集人数］１名
平成28年3月21日以前
御宿町
お持ちの方
が１級または３級
れていることが必要です。
御宿 町に
○免疫、肝臓の障害が１級から３級
［応募要件］要保育士資格、６５歳未満で心身ともに健康な方
転 入 届を
前住所地の選挙人名簿に登録されていることが必要

お知らせ版

戦傷病者手帳を
お持ちの方

○両下肢、体幹の障害が特別項症から第２項症
○心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓
の障害が特別項症から第３項症

介護保険被保険者証
○要介護状態区分が要介護５
をお持ちの方

【問い合わせ】町選挙管理委員会 ＴＥＬ６８－２５１１

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

出した人

平成28年3月22日以後

前住所地 です。あらかじめ前住所地の選挙管理委員会にご確
認ください。
引き続き３ヵ月以上新住所地の住民基本台帳に登録
平成28年3月21日以前に
新住所地
されていることが必要です。
新住所地へ転入届出
御宿町の選挙人名簿に登録されていることが必要で
平成28年3月22日以後に
御宿町
御宿町に 新住所地へ転入届出
す。あらかじめ町選挙管理委員会にご確認ください。
転出届を
新しく有権者となる方が転出され、新住所地で３ヵ月に満た
出した人
ない場合は、それ以前に御宿町に３ヵ月以上住んでいれば
新有権者

御宿町で投票することができます。詳しくは町選挙管理委員
会にお問い合わせください。

【投票時間】７：００～２０：００
≪期日前投票等について≫
投票日当日、仕事や旅行等で投票所に行って投票できない場合、期
日前投票ができます。（入場券が届かない時や失くした時でも、選挙人
名簿に登録されていれば投票できます。）
【日時】６月２３日（木）～７月９日（土） ８：３０～２０：００
【場所】役場２階 中会議室
≪選挙公報について≫
【配布方法】７月３日頃の読売新聞・毎日新聞・朝日新聞・産経新聞・千葉
日報・日本経済新聞・東京新聞の朝刊に折り込む予定です。
※新聞未購読世帯の方は、以下の場所で配布しますのでご利用ください。
【配布場所】役場２階選挙管理委員会・町公民館・町Ｂ＆Ｇ海洋センター・
お詫びと訂正
御宿児童館・月の沙漠記念館・㈱西武プロパティーズ御宿台
広報御宿５月号の１１ページ「タウンカレンダー６月」において、町
営業所・御宿岩和田漁協本所・御宿岩和田漁協御宿支所・
民チャリティゴルフ大会開催日に誤りがありましたので、次のとおり訂
布施郵便局
正し、お詫びします。
※郵送を希望する方は、お手数ですが町選挙管理委員会までご連絡く
誤 ９日（木） 町民チャリティゴルフ大会
ださい。大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。
正 １６日(木） 町民チャリティゴルフ大会
【問い合わせ】町選挙管理委員会 ＴＥＬ ６８－２５１１
【問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７
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。※事前に申し込みが必要です。
【日時・場所】７月５日（火） 御宿台集会所 １３：３０～１５：００
【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者の方
（６５歳未満の方も見学できます。）
【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・歌・レクリエーション・ゲーム 等
【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６

【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、写真を貼付し、役
場総務課（４階③窓口）へ提出してください。
【受付期間】①②６月２４日（金）まで※郵送可 締切日必着
③７月８日（金）まで※郵送可 締切日必着
【面接日】①②６月２８日（火） ③７月１４日（木）
【応募・問い合わせ】〒２９９－５１９２
千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２
御宿町役場 総務課 行政班
TEL ６８－２５１１

海岸クリーンキャンペーンを実施します
多くの観光客で賑う夏を控え、町では、海岸クリーンキャンペーンを
実施します。町自慢の海岸をみんなできれいにしませんか？たくさん
の方のご参加、ご協力をお待ちしています。
【日時】７月３日（日）８：００～１０：００
【集合・清掃場所】岩和田海岸、浦仲海岸、中央海岸、浜海岸
※それぞれの海岸において担当者がゴミ袋を配布します。
【服装】ゴミ拾い等出来る服装、軍手等をお持ちください。
【問い合わせ】建設環境課 環境整備班 ＴＥＬ ６８－６６９４

献血にご協力ください（200ml・400ml）
【日時・場所】６月３０日（木）１０：００～１１：４５ 町保健センター
※献血者の本人確認ができる証明書（運転免許証や健康保険証等）
をお持ちください。
【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７

歯周病検診を実施します

いすみ医療センター
７月からの整形外科診療が変わります

家庭教育相談

町では、家庭教育に関する不安や悩み等についての相談を受け
いすみ医療センターは整形外科常勤医師１名、非常勤医師１名体 付けています。相談には町家庭教育指導員がお応えします。秘密は
制で診療を行ってきましたが、常勤堀江医師が平成２８年６月末をも 厳守しますので、お気軽にご相談ください。
【日時】６月１６日（木）９：００～１１：００、１３：００～１５：００
って退職することになりました。
このため、７月から整形外科常勤医師が当面の間不在となりますの 【場所】町公民館２階 クラブ室
【問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７
で、入院加療が出来なくなります。
また外来診療においても、月・水・木曜日の週３回となります。
平成２８年度県民の日 夷隅地域行事
後任の確保につきましては鋭意努力しております。患者様には大 夷隅体験の旅２０１６・夷隅スタンプラリー２０１６
変ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。
県民の日夷隅地域行事として、以下の行事が開催されます。詳しくは、
【問い合わせ】いすみ医療センター 総務課 ＴＥＬ ０４７０－８６－２３１１ 「県民の日 夷隅２０１６」で検索のうえ、県ホームページをご覧ください。
≪夷隅体験の旅２０１６≫
タブレット教室を開催します
ブルーベリーの収穫やハーブ摘みなど、夷隅地域の自然を体験で
町公民館主催教室として、初心者向けの「タブレット教室」を開催し きる、自然の恵み体験ツアーを開催します。
ます。参加をご希望の方はお申込みください。
【日程】７月３０日（土）
【内容】１名につき前期と後期の２回講習です。（１講習１時間）
大多喜町観光本陣集合（９：３０）→ネイチャー体験→昼食→ブルー
※タブレットは持参可能。お持ちでない方はご用意できます。
ベリー収穫体験→ハーブ摘み・シロップ作り体験→大多喜町観光本
【期間】７月、８月、１０月、１１月、２月の第１・第３水曜日
陣（１６：１０）
１０：００から（１１月のみ第２・第３水曜日）
【募集人数】３０名※事前申込が必要です。
※詳細につきましては町公民館へお問い合わせください。
（１組４名まで申込可、申込多数の場合は抽選）
【申込方法】６月３０日(木)１６：００までに、町公民館へ住所、氏名、年齢、 【参加費】無料※ただし、昼食代（波の伊八めし２，０００円、お子様サ
電話番号をお知らせください。なお、申込み多数の場合は
イズ１，０００円）をご負担いただきます。
抽選となりますので、後日ご連絡します。
【申込方法】６月２７日（月）～７月１３日（水）に次のいずれかの方法で
【抽選日】７月１日(金)１３：３０以降
お申込みください。※締切日必着
【申込・問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７
①往復はがき：申込者全員の住所、氏名、年齢、性別、代表者の電話
番号及びツアー名を明記の上、お申し込みください。
平成２８年度毒物劇物取扱者試験を実施します
※返信用はがき宛名の住所・氏名を記入すること。
【試験の種類】①一般毒物劇物取扱者試験
②ＦＡＸ：①と同様の内容を明記の上、お申込みください。
②農業用品目毒物劇物取扱者試験
※返信先ＦＡＸ番号を記入すること。
③特定品目毒物劇物取扱者試験
③ちば電子申請サービス：パソコン、携帯電話、スマートフォンから県
【試験日程】８月４日（木）※各試験共通
ホームページを開き、電子申請サービスよ
集合時間 １３：００ 試験開始時間 １３：３０
りお申込みください。
試験終了時間
１５：３０
≪夷隅スタンプラリー２０１６≫
「躍動するメキシコ」
【試験場所】敬愛大学稲毛キャンパス 千葉市稲毛区穴川１－５－２１
チーバくんスタンプを押しながら、夷隅地域の観光スポットを巡りま
～日本メキシコ関係の新たなるステージへ～
【願書受付日程及び場所】
す。応募者の中から抽選で素敵な景品をプレゼント。台紙はスタンプ
日本で一番メキシコにゆかりの深い町、御宿で駐メキシコ日本国大
［持参］６月３０日（木）及び７月１日（金）の、９：３０～１１：３０、１３：００ 設置場所や夷隅地域振興事務所ホームページ等から入手できます。
使が、現地の最新情報と日本メキシコ関係の状況について、堅い話
～１６：００に、千葉県教育会館３０４会議室で受け付けます。
【スタンプ設置期間】６月１５日（水）～８月３１日（水）
から柔らかい話まで語ります。お誘いあわせの上ご来場ください。
［郵送］６月２０日（月）～２４日（金）に、以下の宛先まで郵送してくださ 【スタンプ設置場所】かつうら海中公園、いすみ鉄道「国吉駅」、大多
【日時・場所】６月１８日（土）１４：００から 町公民館 大ホール
い。（締切日消印有効）
喜城分館、月の沙漠記念館など、夷隅地域管内
【出演者】山田 彰（あきら）氏 駐メキシコ日本国特命全権大使
〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１－１
の観光施設 全１６箇所。
【問い合わせ】産業観光課 商工観光班 ＴＥＬ ６８－２５１３
千葉県健康福祉部薬務課審査指導班
【景品の応募】スタンプの数に応じて、夷隅地域の特産品やチーバく
※なお、書留郵便によるものとし、表に「毒物劇物取扱者試験願書在
農地相談会を開催します
んグッズが当たる抽選にご応募いただけます。
中」と朱書きしてください。
町農業委員会では、農地に関する相談会を開催します。遊休農地、
（スタンプ２つから応募可能）
詳細は、千葉県健康福祉部薬務課までお問い合わせください。
農地転用、売買、貸借、埋立等についてお気軽にご相談ください。
応募締切は９月１２日（月）です。※締切日必着
【問い合わせ】千葉県健康福祉部薬務課
【日時・場所】６月２０日（月）１３：００～１４：３０ 役場２階 相談室
【申込・問い合わせ】〒２９８-０２１２ 夷隅郡大多喜町猿稲１４
ＴＥＬ ０４３－２２３－２６１８
【問い合わせ】町農業委員会事務局（町産業観光課内）
千葉県夷隅地域振興事務所 地域振興課
ＴＥＬ ６８－２５１３
ＴＥＬ ０４７０-８２-２２１１ ＦＡＸ ０４７０-８２-４１６４
町では、口腔疾患の予防や早期発見・早期治療を推進するために、歯
周病検診を実施します。（受診する前に申請が必要です）
【対象者】
４０歳（昭和５０年４月１日～昭和５１年４月１日生まれ）の方
５０歳（昭和４０年４月１日～昭和４１年４月１日生まれ）の方
６０歳（昭和３０年４月１日～昭和３１年４月１日生まれ）の方
７０歳（昭和２０年４月１日～昭和２１年４月１日生まれ）の方
※ただし、歯周病の治療中又は歯が１本もない方を除きます。
※対象者には個別に通知します。なお、通知は平成２８年５月１日現
在の住民登録に基づき発送しますので、該当する方で平成２８年５
月１日以降に転入手続きをされた方は、役場保健福祉課保健事業
班（３階②窓口）へご連絡ください。
【実施期間】１１月３０日（水）まで
【利用回数】実施期間中 １回
【自己負担額】４０歳、５０歳、６０歳の方…５００円
７０歳及び対象者のうち生活保護受給者…無料
※基本的に検診当日は治療を行いませんが、治療などが必要となっ
た場合は別途料金がかかります。
【受診できる場所】夷隅郡市内協力歯科医院（事前予約が必要です）
【申請方法】受診前に、以下のものをお持ちのうえ役場保健福祉課保
健事業班（３階②窓口）で申請をしてください。
(1)印鑑
(2)個人カードまたは通知カード
(3)本人確認書類
顔写真入りのものは１点：運転免許証、パスポート等
顔写真のないものは２点：保険証、年金手帳等
※申請された方に「歯周病検診票」を交付しますので、受診時に協力
歯科医院へお持ちください。
※実施期間中に受診できるよう申請をお願いします。実施期間外の
受診は全額自己負担となります。
【申込・問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７

