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お知らせ 

 
【開催日】 １日（金）（一般・児童・行政・障害者相談） 
      ２２日（金）（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 
 

９９月月ののＢＢ＆＆ＧＧ健健康康運運動動教教室室  
○エアロビクス １５日、２２日 １４：００～ 
※Ｂ＆Ｇ体育館で開催しますので、動きやすい服装で室内履き・

飲み物を持参してください。 
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡６８－４１４３ 
 

「「機機能能訓訓練練事事業業」」ののたためめのの  
““健健脚脚度度測測定定””をを実実施施ししまますす  

 いきいきとした高齢期を迎えるために心と身体の機能低下を予
防することを目的に、保健福祉課では１０月から「機能訓練事業」
を実施する予定です。 
 機能訓練事業の対象者を決定するにあたり、以下の日程で「健
脚度測定」を実施いたしますので、お知らせいたします。 
【期日】９月２６日（火） ９：３０～１２：００ 
【場所】御宿町Ｂ＆Ｇ海洋センター 

※歩行困難等で会場までお越しになれない方は、予約の際に
ご相談ください。 

【内容】健脚度測定 
（１０ｍ全力歩行、最大一歩幅などの５項目の測定を行
います） 

身体計測・問診 
（問診表に生活のこと、受診状況の有無などを記入して
いただきます） 

※測定結果は、判定の後、個別にお返しいたします。 
【対象】６０歳～６４歳までの方で最近“転んだことがある”あるいは

“歩き方が不安定になった”など下肢の機能低下を感じて
いる方。 

【持ち物】室内用運動靴、タオル、眼鏡 
【申し込み】予約制です 期間･･･９月４日（月）～９月１５日（金） 

（保健福祉課窓口又は、お電話《６８－６７１６》でお申し
込みください） 

 
※今回の“健脚度測定”は、判定の結果一定の基準により機
能低下がみられた場合「機能訓練事業」に参加する意思のあ
る方々を対象とします。 

お知らせ 

        敬敬老老会会のの開開催催ににつついいてて  
９月１５日（金）、町公民館において第５２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、お誘い合わせ
の上ご参加ください。 
 
※式典よりご参加の方には、昼食を用意してあります。 
※当日は、送迎バスを運行しますので下記運行表をご覧の上、

ご利用ください。 
 

なお、昨年度より個人宛にご案内通知は送付しておりません
ので、ご了承ください。 
【開催日時】９月１５日（金） 式典 １１：３０～  演芸 １２：２０～ 
【場所】御宿町公民館 
 
≪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 ＝＝＝  
１０：１０         １０：１５       １０：２０ 

実谷ゲートボール場 ＝＝＝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          １１：０５  

 
【スクールバス】 
第１便（上布施、高山田）  

新久井青年館 ＝＝＝ 立山公民館 ＝＝＝  
１０：２０          １０：２５ 

石井商店前・新宿 ＝＝＝ 高山田消防庫 ＝＝＝ 会場 
１０：３０            １０：３５         １０：４０ 

 
募 集  
第第３３５５回回日日墨墨研研修修生生・・学学生生募募集集  

外務省ではメキシコ政府と日本政府が実施する、日墨研修
生・学生交流計画留学生の募集を行います。 
【留学先】メキシコの大学・研究機関 
【募集人員】３名 
【研修分野】 

Ａコース 大学等の研究機関における専門的研究。 
Ｂコース 受入大学の外国人コースでのスペイン語の学習及

び授業の聴講。 
【派遣期間】２００７年８月初旬～（最短８ヶ月、最長１２ヶ月）  
【待遇】渡航費、滞在費、入学金、授業料、医療保険など 
【応募資格】 

①心身ともに健全な、２２歳以上３５歳未満（原則）の日本国
籍保有者で、メキシコに単身渡航できるもの 

②スペイン語能力を有するもの（スペイン語初学者の場合は
事前語学研修の受講が必要） 

③大学卒業者または相応の資格、職務経験を有するもの 
【書類提出締切】平成１８年９月２５日（月） 
【問い合わせ】産業観光課６８－２５１３ 
 

夷隅地域食育シンポジウム 
～千葉県食育推進計画の策定に向けて～ 

健全な食生活の習慣を身に付け、豊かな食文化を継承する
ことはとても大切なことです。このシンポジウムで、自らの食生
活を検証してみてはいかがでしょうか。 
【日時】平成１８年９月２１日(木) １３：００～１６：３０ 
【場所】いすみ市大原文化センター大ホール 
【主催】千葉県（千葉県夷隅農林振興センター） 

夷隅地域食育推進連絡会議 
【内容】①食育ボランティア活動事例報告 

②講演「地域を育てる食卓」 
講師 室田洋子氏（聖徳大学教授、桜美林大学講師） 

③タウンミーティング「千葉県食育推進計画」の目指す
姿を考える 

【参加予定者】 
食育に関心のある県民、生産・教育・給食・保健福祉関係
者、関係行政担当者、食育活動実践者など 

【申込方法】直接会場へ参集願います（参加費無料） 
【問合せ先】夷隅農林振興センター企画調整室 
        ℡０４７０－８２－２２１３ 

９９月月のの心心配配ごごとと相相談談



  
お知らせ 

『『おおんんじじゅゅくく伊伊勢勢ええびび祭祭りり』』開開催催  
外房一帯は伊勢えびの水揚げ日本一！ 

 観光協会では、この地域特産物である伊勢えびを有効活用
し、新しい食の魅力を広くＰＲし、地域の活性化を目指し、下記
のとおり『おんじゅく伊勢えび祭り』を開催します。 
 
～オリジナル伊勢えび料理の登場～ 
【期間】平成１８年９月１日（金）～１０月３１日（火） 
【内容】町内協賛店にて各店オリジナルの伊勢えび料理や 

伊勢えびコースを設定。 
様々な伊勢えび料理を堪能できます。 

 
～メインイベントの開催～ 
【期日】平成１８年９月１０日（日） １０：００～ 
【場所】月の沙漠記念館前広場 
【内容】①伊勢えびパック（伊勢えび２尾）の限定販売。 

１パック３，０００円、お一人様１パックに限ります。 
②伊勢えびつかみ取りコーナー（１尾１，０００円）の 

開設。 
③伊勢えび直売所や地元特産物の販売。 
④伊勢えび汁の無料配布（なくなり次第終了）。 

 
～特産品直売コーナーの開設～ 
【期日】平成１８年９月１６日（土）から１０月２９日（日）までの土・

日・祝日 １０：００～１５：００ ※雨天中止 
【場所】月の沙漠記念館前広場 
【内容】伊勢えびの直売や干物、花等地域産品を販売。 

 
《お問合わせ》 御宿町観光協会 ℡６８-２４１４ 
 

『『おおんんじじゅゅくく伊伊勢勢ええびび祭祭りり前前夜夜祭祭  
～～ののどど自自慢慢大大会会～～』』参参加加者者募募集集  

 観光協会では、伊勢えび祭り前夜祭として、のど自慢大会を開
催します。上位入賞者には、賞品として伊勢えびをプレゼントし
ます。参加は、先着１５名までです。是非ご応募下さい。 
【開催期日】平成１８年９月９日（土） １９：００～ 
【開催場所】御宿町公民館（大ホール） 
【問い合わせ】御宿町観光協会 ℡６８-２４１４ 

  
お知らせ 

  
  

  
おんじゅく伊勢えび祭り開催のため、下記の区域の交通規制

（車輌通行止め）を行います。 ご協力をお願いします。 
【期間】平成１８年９月１０日（日） ８：００～１６：００ 

 太線部は車輌通行止 
【問い合わせ】御宿町観光協会 ℡６８-２４１４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東東京京ドドイイツツ村村  
御御宿宿町町民民のの無無料料入入園園デデーー  

【期   間】 ９月１４日（木）～２４日（日） 
【営業時間】 ９：３０～１７：００ （入園は１６：００まで） 

※期間中は、入園が無料になります。 
①入園ゲートで免許証、健康保険証などを提示してください。 
②ペット類、自転車等の２輪車の乗り入れは、ご遠慮ください。 
③雨天により臨時休園、営業時間を変更する場合があります 

ので、お問い合わせください。 
【問い合わせ】東京ドイツ村 
         袖ヶ浦市永吉４１９ ℡０４３８－６０－５５１１ 
 

夷夷隅隅養養護護学学校校体体験験学学習習ののおお知知ららせせ  
【日時】平成１８年９月１９日（火）、２０日（水）、２１日（木） 
     ９：００～１４：５０ 
【対象】夷隅郡市内に居住する児童、生徒及び保護者 
【内容】体験希望学部の日常の学習に参加、保護者への就学・

教育相談及び学校見学・授業参観 
【申し込み】千葉県立夷隅養護学校 
〒２９８－０１２２ いすみ市楽町３０－１ 
℡８６－４１１１ FAX８６－３３４１ 
担当：唐鎌  教務：石川 

 
お知らせ 
      
 

（ホームヘルパー２級） 
【研修期間】平成１８年１１月６日（月）～平成１９年１月３０日（火） 

上記日程の２１日間  ９：００～１６：１０             
【受講料】７０，０００円 
【定員】２０名 
【申込期間】８月２８日（月）～９月２９日（金） 
【申込方法】１．履歴書（市販のもの使用、写真貼付） 
【申込方法】２．志望動機（市販の４００字詰め原稿用紙１枚） 
【申込方法】３．返信用封筒（８０円切って貼付、宛先記入） 
       以上の３点を郵送もしくは持参 
【選考日】１０月１３日（金） 書類選考及び面接審査 
【その他】教育訓練給付金制度を利用できます。 
【申し込み・問い合わせ】 
〒296-8602 鴨川市東町 929 亀田総合病院 継続学習ｾﾝﾀｰ 
          TEL０４-７０９９-１１６５  FAX０４-７０９９-１１９５ 

 

視視覚覚障障害害者者更更生生援援護護相相談談室室開開設設  
【開設日時】毎週水曜日 １０：００～１６：００（祝日等は休み） 
【開設場所】千葉県視覚障害者福祉協会研修室 
        （視覚障害者総合支援センターちば６階） 
       〒２８４－０００５ 四街道市四街道１－９－３ 
       ℡０４３－４２１－５１９９、６９１０（相談室直通） 
       ホームページ http://www1.odn.ne.jp/tisikyo 
         Ｅメール tisikyo@syd.odn.ne.jp 
【相談方法】面談または電話相談 
【相談員】小池芳一（元盲学校職員） 
 

パパララソソルルママーーケケッットト出出店店者者募募集集  
【期日】９月１０日（日） １０：００～１５：００ 
【場所】月の沙漠記念館前付近の道路上 
【出店料金】２，２００円（道路使用許可申請料） 
【出店内容】商工会青年部にて提供するパラソル内での各種商

品の販売・サービスの提供等 
飲食物の販売はお断りしております。 

【応募要領】９月１日までに「出店申込書」を提出して下さい。 
      御宿町商工会のホームページからも申込みできます。 
【申込先】御宿町商工会 おんじゅくパラソルマーケット事務局 
      ℡６８-２８１８  FAX６０-３００８ 
     御宿町商工会ホームページ http://www.onjuku.or.jp 

『『おおんんじじゅゅくく伊伊勢勢ええびび祭祭りり  
～～メメイインンイイベベンントト～～』』開開催催にに伴伴うう
交交通通規規制制のの実実施施ににつついいてて  

第第２２４４回回  亀亀田田訪訪問問介介護護員員
養養成成研研修修２２級級ののおお知知ららせせ  


