お知らせ

募

平成１７年秋の交通安全運動
秋の交通安全運動が実施されます。交通ルールとマナーを守
り、交通安全に努めましょう。
【期間】平成１７年９月２１日（水）〜９月３０日（金）

〜 ゆずろうよ みんなもいつかは 高齢者 〜
〜 スピードを おとして見える 街 笑顔 〜

のらねこに餌を与えている方へ
善意からのらねこに餌を与えることは悪いことではありません。
しかし、餌を与えるだけの管理は、飼い主不明のねこが集ま
り、子ねこが生まれてしまい、かえってのらねこが増えてしまいま
す。そして、庭・ごみ荒らしや糞尿などにより近所に迷惑をかける
ことになります。
餌を与える方は、次のことを守ってください。
①不妊・去勢手術を実施し、これ以上増えないようにしましょう。
②できるだけ自分の敷地内で餌を与え、後片付けをしましょう。
③フンの始末をしましょう。（トイレを設置する。）
④清潔にして、ハエなどの衛生害虫の発生を防止しましょう。
（置き餌はやめ、排泄物の処理はこまめに行う。）
⑤新しい飼い主を探しましょう。目標は家ねこです。
⑥周辺住民の理解を得る努力をしましょう。

歴史民俗資料館企画展

今年はドイツ年

ぼうぼうあたまによるドイツ・御宿の架け橋
【開催日】平成１７年１１月２７日（日）まで ９：００〜１７：００
※月曜日休館（祝日が月曜日のときはその翌日）
入館料は無料
【問い合わせ】歴史民俗資料館 ℡６８−４３１１
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環境整備臨時職員急募

【業務内容】町内清掃及び清掃センター内業務
【勤務時間】８：３０〜１７：１５
【資格・募集人数】１８歳〜６５歳 １名
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、９月２８日
（水）までに環境整備課（役場３階）へ提出してください。
【問い合わせ】環境整備課 ℡６８−６６９４
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転倒予防教室 後期参加者募集!!
共催：Ｂ＆Ｇ・役場保健福祉課
【期日】１０月５日〜１２月１４日 （毎週水曜日 １０回コース）
【時間】１４：００〜１５：３０（受付は１３：３０から）
【対象】・おおむね６０〜８０歳の方
【対象】・転んだ経験のある方。または転びそうで不安な方。
【対象】・治療済みであるが、まだ足腰に不安をかかえている方
【対象】・要支援、要介護の認定を受けている方でも、杖や歩行
・器を使わずに歩行できる方であれば、主治医の指示を
・受けて参加することができます。
【内容】・バランス運動や筋肉を強くする運動など、自宅でも簡単
・にできる体操が中心です。
【内容】・初回と最終回は「健脚度測定」を行います。
※申し込み制です。９月２７日（火）までにＢ＆Ｇまたは保健
福祉課へお申し込みください。
※Ｂ＆Ｇ体育館で行いますので、動きやすい服装で室内
履き・飲み物を持参してください。
【申し込み・問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡６８−４１４３
保健福祉課
℡６８−６７１７

古紙回収にご協力を！！

町民カレッジ

第８回文化財めぐり

【日

時】 平成１７年１０月１２日（水） １２：４５〜１６：４５
公民館１階ロビーに１２：３０集合
【見学場所】 長南町・・・笠森観音
※拝観料（１００円）は自己負担、雨天中止
【定
員】 ２０名（先着順）
【申し込み・問い合わせ】 教育委員会 ℡６８−２５１４

第３４回 日墨研修生募集
外務省では、メキシコと姉妹都市を提携する各県・市・町に
在住の方を対象に研修生を募集しています。採用された方は
メキシコの大学において選択コース別に研修をします。
【派遣期間】２００６年８月初旬より最短８ヶ月、最長１２ヶ月間
【研修内容】Ａコース：専門的研究・講座の聴講
Ｂコース：スペイン語の勉強及び講座の聴講
【応募資格】心身ともに健康で原則として２２歳から３５歳未満
【応募資格】の単独渡航できる者
【応募締切】９月２６日（月）
※詳しい内容についてはお問い合わせください
【問い合わせ】 御宿町国際交流協会事務局
（商工観光課内） ℡６８−６７１５

町では毎週火曜日（雨天中止）古紙回収を行っています。可
燃物の焼却費用が減少するうえ、町の財源となりますのでご協
力をお願いします。
【日時】平成１７年１０月４日（火） ７：４５〜１７：３０
『お座敷列車で行く伊東温泉 ゆっくり散策の旅』 分類は下記のとおりです。
【集合場所】御宿町公民館前（７：４５） ８：００出発
種
類
集積所への出し方
【期日】平成１７年１１月９日（水）〜１０日（木） １泊２日
【参加費】３，０００円（弁当持参）
【旅行代金】大人 お一人３５，０００円
新聞紙・広告
たたんで束ねる
※当日徴収します。 レストラン有り
【宿泊先】伊東ホテル聚楽
雑 誌
束ねる
【見学地】千葉市花の美術館、葛西臨海水族園
【申込締切】平成１７年１０月７日（金）まで
【募集人数】４５名（先着順） 定員になり次第締め切ります。
ダンボール
たたんで束ねる
【申し込み・問い合わせ】
【申込締切日】９月２５日（日）
牛乳パック
水洗いし、乾燥させ束ねる
いすみ鉄道（株） ℡８２−２１６１
【問い合わせ】月見草を咲かせる会
布 類
たたんで束ねる
※企画財政課（℡６８−２５１２）でも受け付けしています。
会長 本吉和之 ℡６８−２２０４

秋の自然観察会バスツアー

第２４回 夷隅郡連合町民号

シュレッダー処理した紙

紙・ビニール袋へ入れる
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平 成１７年度 身体障 害者 を対象とした

千葉県職員採用選考考査受験

【受付期限】
平成１７年９月２２日（
木）
受付時間：９：００〜１７：００（土曜日、日曜日、祝日を除く。）
【考査日・
場所】
平成１７年１０月１６日（日）
千葉県庁議会棟（千葉市中央区市場町１−５）
【考査職種、採用予定人員、受験資格等】
考査 職 種
一般 事 務

獣

医

師

採用予定
人
員
若干名

１ 名

薬

剤

師

１ 名

保

健

師

１ 名

管
栄

養

理
士

１ 名

保

育

士

１ 名

資

格

・昭和５０年４月２日から昭和６３年４月１日までに生まれた者
・身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１〜４級の者
・活字印刷文による出題に対応できる者
・日本の国籍を有している者
・昭和５０年４月２日から昭和５７年４月１日までに生まれた者
・身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１〜４級の者
・獣医師の免許を有する者又は平成１８年春の国家試験により免
許を取得見込みの者
・活字印刷文による出題に対応できる者
・日本の国籍を有している者
・昭和５０年４月２日から昭和５９年４月１日までに生まれた者
・身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１〜４級の者
・薬剤師の免許を有する者又は平成１８年春の国家試験により免
許を取得見込みの者
・活字印刷文による出題に対応できる者
・日本の国籍を有している者
・昭和５０年４月２日から昭和６０年４月１日までに生まれた者
・身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１〜４級の者
・保健師の免許を有する者又は平成１８年春の国家試験により免
許を取得見込みの者
・活字印刷文による出題に対応できる者
・昭和５０年４月２日から昭和５９年４月１日までに生まれた者
・身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１〜４級の者
・管理栄養士の免許を有する者又は平成１８年春の国家試験によ
り免許を取得見込みの者
・活字印刷文による出題に対応できる者
・昭和５０年４月２日から昭和６１年４月１日までに生まれた者
・身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１〜４級の者
・保育士の登録を受けている者又は平成１８年４月末日までに保育
士の登録を受ける見込みの者
・活字印刷文による出題に対応できる者
・昭和５０年４月２日から昭和６０年４月１日までに生まれた者
・身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１〜４級の者
・臨床検査技師の免許を有する者又は平成１８年春の国家試験に
より免許を取得見込みの者
・活字印刷文による出題に対応できる者
・昭和５０年４月２日から昭和６０年４月１日までに生まれた者
・身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１〜４級の者
・診療放射線技師の免許を有する者又は平成１８年春の国家試験
により免許を取得見込みの者
・活字印刷文による出題に対応できる者
・昭和４０年４月２日から昭和６１年４月１日までに生まれた者
・身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１〜４級の者
・看護師の免許を有する者又は平成１８年春の国家試験により免
許を取得見込みの者
・活字印刷文による出題に対応できる者
・昭和４０年４月２日から昭和６１年４月１日までに生まれた者
・身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１〜４級の者
・助産師の免許を有する者又は平成１８年春の国家試験により免
許を取得見込みの者
・活字印刷文による出題に対応できる者
・昭和５０年４月２日から昭和６３年４月１日までに生まれた者
・身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１〜２級の者
・点字による出題に対応できる者
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千葉社会保険事務所茂原分室 開設

なかよし動物フェスティバル

千葉社会保険事務局では、お客様の利便性の向上を図るた
めに、千葉社会保険事務所管内に茂原分室を開設することにな
りました。ぜひご利用ください。
名称：千葉社会保険事務所茂原分室
場所：茂原市道表１番地 茂原市役所内 １階
℡ ：０４７５−２３−２５３０
【業 務 開 始 日】平成１７年１０月６日（木）
【受 付 時 間】８：３０〜１７：００
【業 務 内 容】

９月２０日から２６日までは、｢動物愛護週間｣です。動物愛護と
動物の正しい飼い方についての関心と理解を深めるため、
｢なかよし動物フェスティバル｣を開 催します。
【日時・会場】①なかよし動物フェスティバル２００５
【日時・会場】①９月２３日（金･祝） １０：００〜１５：００
【日時・会場】①千葉県動物愛護センター (富里市御料)
【日時・会場】②なかよし動物フェスティバル in ふなばし
【日時・会場】②９月２４日(土) １０：００〜１５：００
【日時・会場】②ＴＯＫＹＯ−ＢＡＹららぽーと
(Ｊ
Ｒ京葉線南船橋駅から徒歩５分)
【内容】犬のしつけ方教室、動物相談、犬の手入れ実演、わが家
の愛犬愛猫写真コンクール表彰式、セラピードッグ
紹介、盲導犬紹介、乗馬体験ほか（雨天時、一部変更
または中止の場合有）
※内容は会場で異なります。詳しくは、お問い合わせください。
【問い合わせ】千葉県動物愛護センター ℡０４７６−９３−５７１１
県衛生指導課 ℡０４３−２２３−２６２７

・年金相談
・社会保険に関する相談
健康保険、厚生年金保険関係
・資格取得届、資格喪失届、被扶養者届、任意
・
継続の申請などの資格関係の届書
・傷病手当金、出産手当金、高額療養費 などの
・
給付関係の請求書
国民年金関係
受付 ・保険料免除の申請書、第３号被保険者の届書
年金給付関係
・年金給付裁定請求書、年金受給者住所・
支払
・
機関変更届など
その他
・健康保険証の再交付
・年金手帳の再交付
・任意継続被保険者の保険料の窓口収納
収納
・国民年金保険料の窓口収納
相談

教育相談のお知らせ

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
臨
床
１ 名
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
検査 技 師
る相談を受け付けています。
診
療
【電話相談】月〜金曜日(祝日を除く) ９：００〜２１：００
放 射 線
１ 名
※届書等受付後の事務処理については、従来どおり社会
技
師
フリーダイヤル ０１２０−４１５−４４６
保険事務所で行います。電話相談、届書の郵送は、社会
【来所相談】月〜金曜日(祝日を除く) ９：００〜１７：００（要予約）
保険事務所へお願いします。
看 護 師
１ 名
Ｅメールまたはファクス相談 ２４時間受付
【開設についてのお問い合わせ】
E-mail support@ice.or.jp ＦＡＸ ０４３−２７５−８５９０
千葉社会保険事務所 ℡０４３−２４２−６３２０
【相談先・問い合わせ】
助 産 師
１ 名
千葉県子どもと親のサポートセンター教育相談部
(Ｊ
Ｒ京葉線海浜幕張駅から徒歩１０分)
図書 編 集
１ 名
【種類】 甲種・乙種全類（第１類から第６類）、丙類
℡０４３−２７６−１１８３
【受験手続】
【日時】 平成１７年１１月２７日（日） １０：００から
申込書及び受験票に必要事項を記入し、千葉県人事委員会事務 【
会場】 勝浦市 国際武道大学
局任用課へ直接持参又は郵送（
締切日当日 消印有効）
【願書受付期間】 平成１７年１０月３日（月）〜１０月６日（木）
【問い合わせ】
― １等前後賞合わせて２億円 ―
９：００〜１７：００
千葉県人事委員会事務局任用課 任用・試験班
【発売期間】平成１７年９月２６日（月）〜１０月１１日（火）
【願書受付場所】 夷隅広域消防本部 大多喜町船子７３−２
℡０４３−２２３−３７１３
FAX０４３−２２３−３７２２
※受付願書等の必要な書類は、御宿分署または夷隅郡市内の 【発売方法】全国の宝くじ売り場 ※通信販売でも購入できます
〒260−8667 千葉市中央区市場町 1-1（
県庁南庁舎６階）
各消防署に 用意してあります。
【抽選日】平成１７年１０月１４日（金）
千葉県総務部総務課 人事室 ℡０４３−２２３−２０２９
【問い合わせ】広域消防本部 予防課・予防係 ℡８２−４５４５ 【販売単価】１枚３００円
千葉県ホームページ http://www.pref.chiba.jp/

危険物取扱者の試験を実施します

オータムジャンボ宝くじ

