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お知らせ 
  

９９月月１１１１日日((日日))はは、、  
衆衆 議議 院院 議議 員員 総総 選選 挙挙  
最最高高裁裁判判所所裁裁判判官官国国民民審審査査  

のの投投票票日日((予予定定))でですす。。 
 
【投票時間】 ７：００～２０：００  
【投票できる方】 

昭和６０年９月１２日以前に生まれた方 
平成１７年５月２９日以前から御宿町に住所を有し、引き続き 
御宿町に住んでいる方。 
（平成１７年５月３０日以降同年６月１日以前に転入された方は
９月２日以降、御宿町で投票できます。）  

【投票方法】 
小選挙区選挙は、候補者の氏名を書いて投票してください。 
比例代表選挙は、政党の名称を書いて投票してください。 
また、最高裁判所裁判官国民審査は、やめさせたいと思う  

裁判官の氏名の上の欄に×の記号を書いて投票してください。 
 
※投票日当日、仕事やレジャーで投票に行けない方は、期日前

投票ができます。 
（衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査は期日前 
投票・不在者投票の開始日が異なりますのでご注意ください。） 
 

投票の区分 期 間 時 間 場 所 
衆議院議員 

総選挙 
8 月 31 日(水)～ 
9 月 10 日(土) 

最高裁判所 
裁判官国民審査 

9 月 4 日(日)～ 
9 月 10 日(土) 

8：30～ 
20：00 

御宿町役場 
中会議室 

 
【選挙公報を配布します】 

立候補者の氏名、経歴、政見、顔写真等を広く選挙民に   
お知らせするため「選挙公報」を配布します。 

９月７日頃の新聞折込(一般紙)を予定しておりますが、折込 
日以降は次の施設でも配布いたします。 

 
御宿町役場、御宿町公民館、月の沙漠記念館、御宿児童館、 
Ｂ&Ｇ海洋センター、西武不動産販売(株)御宿台営業所、御宿 
岩和田漁協本所、御宿岩和田漁協御宿支所、布施郵便局 
 

｢考えよう 自分の一票 その重さ｣ 
大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。 
 
【問い合わせ】御宿町選挙管理委員会  ℡６８－２５１１ 

お知らせ 
 
【開催日】 ２日（金）（一般・児童・行政・障害者相談） 
      ２２日（木）（一般・人権相談） 
【場所等】 地域福祉センター ９：００～１２：００ 
【問い合わせ】 町社会福祉協議会 ℡６８－６７２５ 
 

敬敬老老会会のの開開催催ににつついいてて  
９月１５日（木）、町公民館において第５１回敬老会を開催します。 

当日は、真木順子さんによる歌唱や地元ボランティアによる演芸を 
予定しております。 
 ７０歳以上の皆様は、お誘いあわせのうえ、ご参加ください。 
【開催日時】９月１５日（木） １１：３０～ 
【場所】御宿町公民館 ※町公民館まで送迎バスを運行します。 
＜バス運行表＞ 
【マイクロバス】 第１便（御宿台、実谷、七本方面） 

御宿台案内所 ＝＝ 七 本 ＝＝ 実谷上 ＝＝  
１０：００        １０：１５    １０：２０ 

＝実谷ゲートボール ＝＝ 吉野商店前 ＝＝ 石が原 ＝ 
      １０：２５          １０：３０       １０：３５ 

＝ 西琳寺 ＝＝ 会 場 
    １０：４０     １０：４５ 
              

第２便（浜方面） 
漁協御宿支所前 ＝＝ 会 場 

１１：００        １１：１０ 
 
【スクールバス】 第１便（上布施、高山田方面） 

新久井青年館 ＝＝ 立山公民館 ＝＝ 石井商店前 ＝＝ 
１０：１０       １０：２０        １０：２５ 

＝新 宿 ＝＝高山田消防庫 ＝＝ 会 場 
 １０：３０      １０：３５       １０：４０ 

 
第２便（岩和田、六軒町方面） 

岩和田保育所 ＝＝ 魚秀前 ＝＝ 会 場 
１０：５５      １１：００     １１：０５ 

 
※なお、長寿記念品は、平成１６年度をもって廃止となりました。 
 
【問い合わせ】保健福祉課 福祉係 ℡６８－６７１６ 

 
お知らせ 

恩恩給給欠欠格格者者、、引引揚揚者者のの皆皆様様へへ  
独立行政法人平和祈念事業特別基金では、次の方に内閣総理

大臣名の書状などを贈呈しています。 
○旧軍人軍属で恩給などを受けていない、いわゆる恩給欠格者の

方（請求を行うことなく亡くなられた恩給欠格者のご遺族の方） 
○終戦に伴い、本邦以外の地域から引揚げてこられた方 
【問い合わせ】独立行政法人平和祈念事業特別基金 

℡０１２０－２３４－９３３ ホームページhttp://www.heiwa.go.jp 
※請求書類は、住民課窓口に用意してあります。 
 

９９月月ののＢＢ＆＆ＧＧ健健康康運運動動教教室室  
○アクアビクス ４日 １４：３０～（プール） 
○ステップエアロ １３日、２７日 １４：００～（体育館） 
○かんたんエアロ １６日 １４：００～（体育館） 
○中高年のはじめてレク ２１日 １０：００～（体育館） 
※動きやすい服装で室内履き・飲み物を持参してください。 
※9／30(金)、10／2(日)の午後は体力チェックを行います。 
ぜひ、ご参加ください！ 
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡６８－４１４３ 
 

パパーーククゴゴルルフフ記記録録会会にに参参加加ししまませせんんかか  
 パークゴルフは年代性別を問わず、どなたでも楽しく簡単にできる
スポーツです。ぜひ、みなさんもプレイしてみませんか。 
【日時】 平成１７年９月１７日（土） 
      ・１１時スタートの部 ・１３時スタートの部 
【開催場所】 御宿パークゴルフガーデン 
【対象】 オープン参加 
【費用】 ５００円（当日持参） 
【申込みの場所・方法】パークゴルフガーデン（℡６８－４１４８）・   

公民館（℡６８－２９４７）・Ｂ＆Ｇ海洋センター（℡６８－４１４３）で 
申込用紙に記入（電話による申込み可） 

【締め切り】 平成１７年９月１５日（木）までに申し込みください。 
【問い合わせ】 パークゴルフガーデンに問い合わせください。 
 

交交通通事事故故巡巡回回相相談談  
 交通事故相談所の巡回相談が下記の日程で実施されますので、
お気軽にご利用ください。 
【日時】平成１７年９月９日（金）１０：００～１５：００ 
【場所】御宿町役場 ２階 相談室 
【相談内容】示談・賠償額の算出・自賠責保険の請求の仕方など 
※相談は無料です。 
【問い合わせ】総務課 消防防災係 ℡６８－２５１１ 

 

  

９９月月のの心心配配ごごとと相相談談 



  
お知らせ 

「「日日本本脳脳炎炎」」「「麻麻ししんん」」「「風風ししんん」」  
予予防防接接種種方方法法のの変変更更ににつついいてて  

予防接種法施行令の一部を改正する政令及び予防接種法施行 
規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令が公布されたこと
により、「日本脳炎」「麻しん」「風しん」予防接種の実施方法が変わりま
す。 

予防接種名 改正前 改正後 

日本脳炎 第３期 
（中学３年生） 

（平成１７年７月２９日施行） 
廃止 

麻 し ん 
生後１２～90 か月
の間に１回 
（単独ワクチン） 

風 し ん 
生後 12～90 か月
の間に１回 
（単独ワクチン） 

（平成１８年４月１日施行） 
麻しん風しん混合ワクチンを 
使用して実施 
 
【第 1 期】 
生後１２から２４か月までの間に
１回 
【第２期】 
５歳以上７歳未満で、就学前  
１年前から就学の始期に達する
までの間に１回 
※ただし、施行日前に「麻しん」

または「風しん」予防接種を
受けている場合は、第２期の
接種対象とはならない。 

今回の改正により、平成１８年４月１日以降「麻しん」「風しん」を予防
接種法にもとづく定期接種として受けることができなくなる場合がありま
すので、次のことにご留意ください。 
１．「麻しん」又は「風しん」のいずれか未接種の場合  
 
 
２．「麻しん」「風しん」いずれも未接種の場合 
              
 
 
 
 

「麻しん」「風しん」予防接種の集団接種日程 
平成１７年 ９月 ６日（火）･･･風しん  
平成１７年１０月１１日（火）･･･麻しん  
平成１７年１２月１３日（火）･･･麻しん  
平成１８年 ２月１４日（火）･･･麻しん  
平成１８年 ３月１５日（水）･･･風しん  

※時間・会場は、健康カレンダーをご覧ください。 
 
※予防接種対象者には個別通知をします。 
 ご不明な点等につきましては、下記までお問い合わせください。 

            ℡ 保健福祉課 ６８－６７１７ 

  
募 集 

町町営営住住宅宅入入居居者者募募集集（（１１戸戸）） 

町営住宅の入居者を次のとおり募集します。 
入居を希望する方は、建設水道課にある申込用紙に記入し、

建設水道課へお申込ください。 

場 所 久保 矢田団地 １戸 

構 造 矢田団地 簡易耐火長屋造 ２階（３ＬＤＫ） 

家 賃 所得に応じて（月額 １３，５００～２９，６００円） 

【入居者資格】 
①同居家族がいること。（ただし、老人、身体障害者等の方には

同居家族はいりません。） 
②所定の方法により算出した月収が２００，０００円以下 

（身体障害者の方は２６８，０００円以下） 
③税金の滞納がないこと 
※選考には、御宿町在住の方、住居にお困りの方を優先させて

いただきます。 
【申込受付期間】 平成１７年８月２９日（月）～９月９日（金） 

（土・日・祝日を除く） 
【問い合わせ】 建設水道課 ℡６８－６６９３（内線３２４） 
 

ホホーームムヘヘルルパパーー養養成成科科（（委委託託訓訓練練））  
１１１１月月生生のの募募集集案案内内  

鴨川市にある亀田総合病院に委託をして、行なう訓練で、  
ホームヘルパー２級の資格取得を目指し、ＯＪＴによる在宅介護
又介護施設においての実技等を行ないます。  

下記の要領で募集いたします。 
【対 象 者】公共職業安定所に求職申込をした方で、職業安定

所長の受講指示者又は受講推薦を受けた者で、 
介護関係の仕事に再就職を希望する健康な方。 

【定   員】 １４名 
【募集期間】 平成１７年８月２６日（金）～１０月４日（火） 
【選 考 日】 平成１７年１０月１２日（水） 
【選考方法】 面接及び小論文 
【結果発表】 平成１７年１０月１９日（水） 
【訓練期間】 平成１７年１１月２日（水）～ 

平成１８年１月３１日（火） 
【受 講 料】 無料 但し、教科書代は実費負担（約７，０００円） 
【申し込み先】 ハローワーク 

（申込用紙は、ハローワークに置いてあります。） 
【問い合わせ先】 ポリテクセンター君津 ０４３９－５２－０２１９ 

 
お知らせ 

貸貸しし農農園園入入園園者者募募集集  
緑豊かな里山で野菜づくりをしてみませんか。 
【募集期間】平成１７年９月３０日（金）まで 

（まだ区画に余裕があります） 
【受付】平日９：００～１７：００ ※栽培の指導も行います 
【施設概要】 

・場所／御宿町実谷地区 （御宿駅より車両で５分程度） 
・面積／１区画５０㎡ ３７区画 総面積３，６００㎡ 
・入園料／１区画８，０００円（年間）１７年度については月割り 
・作付種目／一般野菜及び草花 
・入園期間／申込み受け付け時～平成１８年３月末日 

    （通常は４月～翌年３月末日・原則として１年ごと再契約） 
・その他／入園希望者は申込書により受け付けます。 

【問い合わせ・申し込み】農林水産課 ℡６８－２５１３ 
 

教教育育相相談談ののおお知知ららせせ  
 千葉県子どもと親のサポートセンターでは、子どもたちを取り 
巻くさまざまな課題の解決を図るとともに、子どもたちの心豊かな
成長を支援するため，子ども・保護者・教職員などから教育に 
関する相談を受け付けています。 
【電話相談】月～金曜日(祝日を除く) ９：００～２１：００ 

フリーダイヤル ０１２０－４１５－４４６ 
【来所相談】月～金曜日(祝日を除く) ９：００～１７：００（要予約） 
【Ｅメール又はＦＡＸ相談】２４時間受付 

  E-mail support@ice.or.jp  ＦＡＸ ０４３－２７５－８５９０ 
【相談先・問い合わせ】 
千葉県子どもと親のサポートセンター教育相談部 
(ＪＲ京葉線海浜幕張駅から徒歩１０分) ℡０４３－２７６－１１８３ 
 

小小児児救救急急電電話話相相談談事事業業をを開開始始  
 休日の夜間に、急に子どもの具合が悪くなったとき、どうしたら
よいか判断に迷ったことはありませんか。県では、９月から小児
救急電話相談を始めます。相談には看護師が応じ、アドバイス
をします。また、必要な場合は、小児科医に電話を転送します。 
【開始日】９月３日(土) 
【実施日】 

土・日曜日、祝日、振替休日及び年末年始(１２／２９～１／３) 
【相談時間】１９：００～２２：００ 
【電話番号】♯８０００（プッシュ回線の場合） 

ただし、ダイヤル回線・携帯電話からは、０４３－２４２－９９３９ 
【問い合わせ】 県医療整備課 ℡０４３－２２３－３８８３ 

＊生後９０か月までの間に未接種の予防接種を受けましょう。 

＊生後１２～９０か月の間に「麻しん」及び「風しん」の予防接種を
受けましょう。 
ただし、平成１７年１月１日以降に生まれたお子さんについて
は、平成１８年４月１日以降に「麻しん風しん混合ワクチン」の 
接種を行うこととします。 


