イベント

お知らせ

「おんじゅく渚の火祭り」を開催

公共施設の年末年始の休業日

中央海岸に設置した高さ約４ｍの大焚松３基を勇壮に燃や
し、過ぎ行く年に思いをはせ、新年の希望を願う渚の祭典で
発行日 平成１７年１２月１０日 ＮＯ．４４６
す。
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
【日時】平成１７年１２月３１日（土） ２１：００〜
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
【場所】御宿中央海岸
お知らせ
【内容】豊漁・豊作・海の安全等の祈願祭・鬼面太鼓の演舞の
ほか、祈願木札・甘酒・地酒・お餅の無料配布（数量限
定）があります
町青年団体連絡協議会では、１２月２４日のクリスマスイブに
【問い合わせ】御宿町観光協会 ℡６８−２４１４
サンタクロースに扮したスタッフがご家庭を訪問し、お子さんに
夢を届けるサンタクロース訪問事業「サンタが家にやってき
た！！」を行います。
【対象者】御宿町在住で、小学３年生までの児童がいる家庭
観光協会では、町営プールでイルミネーションを行います。
①役場、公民館での戸籍・住民票の発行は２８日までです。
【
申込方法】
公民館に用意してある申込用紙に記入し、
公民館
冬の夜景を彩り、幻想的に演出します。是非ご覧下さい。
（平成１８年１月４日から発行）※戸籍の届出（死亡・出生・婚姻・離
事務室に提出してく
だ
さ
い
【日時】平成１７年１２月９日（金）〜３１日（土）１７：００〜２３：３０
婚等）
は休日を問わず役場で受け付けます。
②町民バスは、１２月２９日から平成１８年１月３日まで運休。
【申込期間】１２月１４日（水）〜２１日（水） １７：００まで
【場所】おんじゅくウォーターパーク
③清掃センターは、１２月２９日から平成１８年１月３日まで休みです
※お届けするプレゼント品については、各家庭で用意して 【問い合わせ】御宿町観光協会 ℡６８−２４１４
が、１２月３１日（８：３０〜１６：００）は、センターへの持ち込みが可
いただき、公民館へお持ちください（割れ物・なまもの・生き
能。１２月３１日は、全区域燃やせるごみの臨時収集日です。
物のプレゼントはご遠慮ください）
１月４日（
水）
は燃やせるゴミ、５日（
木）
は資源ゴミの収集日です。
【訪問日時】１２月２４日（土） １９：００〜２１：００
多数のお申し込みをお待ちしています。
御 宿台施 設の 開場時 間
施 設 名
御宿町役場
地域福祉センター
Ｂ＆Ｇ海洋センター
御宿町営野球場
御宿町営テニス場
月の沙漠記念館
歴史民俗資料館
御宿町公民館
御宿台公園テニス場
御宿パークゴルフガーデン
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サンタクロース訪問事業
「サンタが家にやってきた！！」

きらめく「イルミネーション」

御宿中学校現校舎の
自由見学と備品等の譲渡

１月２・３日
営
利
特

業 時
用 料
記 事

間
金
項

○予約受付け
○当日問い合わせ

１月２・３日

御宿台公園テニス場
１０：００〜１６：００
１時間１コート １，０００円
１２月２８日までに予約してください
御宿町公民館 ℡６８−２９４７
御宿台公園テニス場 ℡６８−６９５９

御宿パークゴルフガーデン

営 業 時 間
１０：００〜１６：００
大人５００円 子ども２００円
利 用 料 金
予約不要（午後３時で終了します）
特 記 事 項
○問い合わせ 御宿パークゴルフガーデン ℡６８−４１４８
※１月４日から通常時間（９：００〜１７：００）となります。

年 始の行 事予 定
○新年祝賀式 平成１８年１月４日 １０：３０〜 御宿小学校
○消防出初式 平成１８年１月７日 １０：００〜 須賀多目的広場
○成人式 平成１８年１月８日 １０：３０〜 御宿町公民館

カップルサンタ・レディース サンタ・
女性スタッフ募集
今年ご結婚されたご夫婦による「カップルサンタ」をはじめ、
訪問事業のお手伝いをしてくださる「レディースサンタ」や「女性
スタッフ」もあわせて募集しています。
ご協力いただける方は、公民館までご連絡ください。
【問い合わせ】御宿町公民館 ℡６８−２９４７

工業統計調査にご協力を
経済産業省では、製造業を営む事業所を対象に工業の実態
を明らかにすることを目的として、毎年１２月３１日現在で工業統
計調査を実施しています。調査結果は、経済動向を把握するた
めの重要な資料として広く活用されています。
今年も調査員がお伺いしますのでご協力をお願いします。
【対象】製造業を営む事業所
【調査内容】経営組織、従業者数、製造品出荷額など
【問い合わせ】千葉県総合企画部統計課
℡０４３−２２３−２２２６

御宿中学校の新校舎建設にともない、昭和３５年度以降、た
くさんの卒業生を送り出して来た現校舎が１２月末にその役目
を終え、１月から解体（一部１２月）されることとなりました。（体育
館・柔剣道場等一部建物を除く）
つきましては、次のとおり現校舎を一般の方々に開放すると
ともに不要備品及び現校舎周りの樹木の一部についてお譲り
します。
【日
時】平成１７年１２月２４日（土） １０：００〜１５：００
【場
所】御宿中学校現校舎
【内
容】一般開放（自由見学）及び備品等の譲渡
【駐車場所】柔剣道場前
【連 絡 先】御宿中学校 ℡０４７０−６８−２１０１
【連 絡 先】御宿町教育委員会 ℡０４７０−６８−２５１４
【そ の 他】
当日備品引渡しが可能なので運搬出来る準備をしてお越し
ください。また、備品については先着順といたしますので
ご了承ください。（お譲り出来る備品は、廃棄シールが貼付さ
れているものに限らせていただきます。）
樹木については、当日、教育委員会職員にお聞きください。
※新校舎の見学については、後日お知らせします。

お知らせ

マ ンショ ン等 の構造 に関す る相 談
窓口について

お知らせ

お知らせ

航空科学博物館の催し

後期ビジネス・キャリア試験

各職務分野において職務を遂行するうえで必要とされる専門
的知識、能力の習得度を評価するため、中央職業能力開発協
企画展｢そらのおもちゃ箱｣
会が各都道府県職業能力開発協会と連携して実施している試
ブリキの飛行機など、家族で楽しめる航空に関するおもちゃの
験です。
マンション等の構造に関する相談窓口が下記のとおり開設さ ほか、ひとり乗りヘリコプター｢ＧＥＮ Ｈ−４｣を展示します。
ユニット試験 １４０ユニット（人事、経理、営業等）
れましたので、ご相談のある方はお問い合わせください。
【期間】１２月１日(木)〜２５日(日)
マスター試験 労務部門、財務管理部門、マーケティング・
※詳しくは千葉県ホームページ「注目情報」をご覧下さい。
クリスマス行事
マネジメント部門
（ホームページアドレス http://www.pref.chiba.jp/）
クリスマスに、ＮＡＡマスコット｢クウタン｣がお出迎え。
【試験日】平成１８年３月４日（土）・５日（日）
来館者全員にお菓子などのプレゼント
ほか、コックピットでの記
■窓口一覧■
【受付期間】平成１８年１月４日（水）〜１８日（水）
念撮影などをお楽しみください。
【受験資格】
お住まいのマンションの構造等
【日程】１２月２３日(金・祝)
ユニット試験 認定講座受講修了者または実務経験者
県土整備部建築指導課
に関する相談
航空科学博物館で｢1 番機｣と｢初日の出｣を見よう
（受験手数料２，０００円／１ユニット）
※建築主・設計者等に説明を求める 建築審査室
１
月１
日の元旦は，朝５
時に開館します。
成田空港の１
番機と
か、あるいは右記までお問い合わせ ℡０４３−２２３−３１８８
マスター試験 特になし（受験手数料５，０００円／１部門）
初日の出を、５階展望室などからお楽しみください。
ください
【問い合わせ】 千葉県職業能力開発協会 訓練振興課
【日時】平成１８年１月１日(日・祝) ５：００〜
（社）日本建築構造技術者協会
℡０４３−２９６−１１５０ ＵＲＬ http://www.chivaｄa.or.jp
エンジン運転体験
℡ ０４３−２２５−２１８１
（社）千葉県建築士事務所協会
エンジンがかかっている飛行機に搭乗し、音、振動、匂いなど
℡ ０４３−２２４−１６４０
平成１８年はたちの献血キャ ンペーン
を体験することができます。
マンションの設計図書、構造計
（社）千葉県建築士会
【日程】平成１８年１月１日(日・祝)
冬は献血者が減り、輸血用血液が不足しがちになります。そこ
算書等についての相談
℡ ０４３−２０２−２１００
親子竹とんぼ教室
で、成人式を迎える｢はたち｣の若者を中心に、広く献血思想の
（社）千葉県建築家協会
お正月に親子で，大空に竹とんぼを飛ばしてみませんか。
普及を図り、献血者の確保と安全な血液供給のためのキャンペ
千葉地域会
【日時】平成１８年１月２日(月・祝)〜４日(水)
ーンを実施します。
℡ ０４３−２２５−７８８１
各１３：００〜１４：００
【期間】１月１日(日・祝)〜２月２８日(火)
【入館料】大人５００円、中学生･高校生３００円、
【会場】フルルガーデン八千代(東葉高速鉄道村上駅前)ほか
お金の使い方と地域社会について考え
４歳以上小学生以下２００円
※キャンペーンの詳細など、詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ】航空科学博物館(月曜日休み、月曜日が祝日・振 【問い合わせ】県薬務課 ℡０４３−２２３−２６１４
るシンポジウム
替休日の場合は翌日休み。なお１月は無休)
県民の方を対象に、身近な地域社会の活動を通じて、お金の
〒２８９−１６０８ 山武郡芝山町岩山１１１−３
｢年末年始特別警戒取締り｣を 実施
使い方を考えるシンポジウムを開催します。
℡０４７９−７８−０５５７ HP http://www.aeromuseum.or.jp/
年末年始は何かと慌ただしく、犯罪や交通事故に対する警戒
【日時】１月２８日(土) １３：３０〜
意識が薄れがちです。皆さんのちょっとした油断から起こる心の
【会場】ホテルスプリングス幕張スプリングスホール
すきを狙った｢ひったくり｣、｢空き巣｣などの犯罪や、交通事故の
(JR 京葉線海浜幕張駅から徒歩３分)
【内容】①基調講演 講師：櫻田義孝さん (内閣府副大臣)
ぜんそく、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、花粉症や食 多発が予想されます。特にご注意ください。
②パネルディスカッション
物アレルギーなどのアレルギー性疾患でお悩みの方のために、 警察では、こうした犯罪および事故を防止するため、｢年末年
【締め切り・定員】１月１３日(金)必着 ３００人(申込先着順)
専門医(電話予約制)および保健師による電話相談を行っていま 始特別警戒取締り｣を実施し、パトロールや交通指導取り締まり
などの活動を強化します。
【申込方法】
す。また、ホームページも開設していますので、ご覧ください。
住民の皆さんも｢声掛け運動｣、｢あいさつ運動｣、｢一戸 (一門)
郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入の上、はがき、ＦＡＸ 【相談日時】月・水・金曜日(祝日を除く)
一灯運動｣など、不審者が寄りつきにくい環境をつくるようお願い
又はＥメールで申し込み(千葉県ホームページからも申込可)
９：００〜１２：００、１３：００〜１７：００
します。もし、不審者を発見したら、すぐに通報しましょう。
【申込先・問い合わせ】県経営支援課
※専門医による相談は水曜日
【実施期間】平成１８年１月３日(火)まで
℡ ０４３−２２３−２７０７ FAX ０４３−２２７−４７５７
【相談専用電話】０４３−２２３−２６７７
【問い合わせ】最寄りの警察署
Ｅ-mail keiei1@mz.pref.chiba.jp
【問い合わせ】県健康増進課 ℡０４３−２２３−２６６２
県警察本部生活安全総務課 ℡０４３−２２７−９１３１
HP http://www.pref.chiba.jp/syozoku/f̲keishi/sinpo.html
ＨＰ http://www.pref.chiba.jp/sc/2677

アレルギー電話相談

