お知らせ

９月１５日(金)敬老会を開催

お知らせ

９月１５日（金）、午前１１時３０分より町公民館において第５２回敬老
会を開催します。当日は下記のとおり送迎バスを運行しますので、７０
歳以上の皆様は、お誘い合わせの上ご参加ください。
※８月２５日号お知らせ版に掲載しました、マイクロバス第２便の運行が
発行日 平成１８年９月１０日 ＮＯ．４６４
一部変更となっておりますのでご注意ください。
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
★バス運行表
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
≪マイクロバス≫
第１便（
御宿台、実谷、七本方面）
お知らせ
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 ＝＝＝ 石ヶ原 ＝
１０：２５
１０：３０
１０：３５
みなさんの家の建築相談及び簡易耐震診断等、（社）千葉県
＝＝ 西琳寺 ＝＝＝ 会 場
建築士事務所協会・（社）千葉県建築士会の相談員による無料
１０：４０
１０：４５

「住まいの耐震相談」を実施

相談を以下のとおり実施します。
相談は事前予約制となりますので、お住まいの耐震等につい
てご相談のある方はお気軽にお申込みください。
なお、相談時間はお一人約３０分を予定しています。
【日時】平成１８年９月２７日（水） １０：００〜１５：００
≪スクールバス≫（上布施、高山田）
【場所】御宿町公民館（大ホール）
新久井青年館 ＝＝＝ 立山公民館 ＝＝＝ 石井商店前 ・
【内容】①建築相談
１０：２０
１０：２５
１０：３０
新 宿 ＝＝＝高山田消防庫 ＝＝＝ 会 場
②誰でもできるわが家の耐震診断
１０：３０
１０：３５
１０：４０
※調査票記入による簡易診断です。現地調査ではありません。
【問い合わせ】
保健福祉課 ℡６８−６７１６
【申込み】
建設環境課窓口またはお電話でお申し込みください。
℡ ６８−６６９４ （都市建設班）
平成１８年４月から、児童手当制度が改正され、対象年齢が小学校６ ※受付期間は９月２２日（
金）までです。（土日、祭日を除く）
年生までに引き上げられ、また、所得制限限度額も緩和されました。
※定員は、先着３０名です。
第２便（
浜、岩和田、六軒町方面）
漁協御宿支所前 ＝＝＝ 岩和田消防庫前 ＝＝＝ 魚秀前
１１：００
１１：０５
１１：１０
＝＝＝ 会 場
１１：１５

児童手当の申請はお済みですか？

体育祭の開催について
御宿小学校グランドにおいて体育祭を開催します。
各区、各種団体による競技のほか一般の方も参加可能な種
目も用意しています。皆さん奮ってご参加ください。
【期 日】１０月８日（日） ９：００〜 ※雨天中止
【場 所】御宿小学校グランド
【一般種目】①ビン釣り競走
②ぼうそう御宿杯
③飲み逃げ食い逃げ
④借り物競走
【問い合わせ】御宿町公民館 ℡６８−２９４７
募

集

広報紙・ホームページへの
広告を募集します

町では、住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図
るため、広告事業を開始します。広報紙や町ホームページ
に民間企業等の広告が掲載できますので、ご応募ください。
〜広報紙〜
掲載位置 表紙を除く各ページ
広告規格及び掲載料金
①下１段（１７０ｍｍ×４５ｍｍ）
１回につき 町内１５，０００円 町外１８，０００円
②下１段の２分の１相当（８５ｍｍ×４５ｍｍ）
１回につき 町内 ７，５００円 町外９，０００円
掲載期間 次号の広報発行まで

今回の制度改正による申請は、平成１８年９月３０日までに提出され
たものに限り、特例的に４月１日（または支給要件に該当した日）にさか
９ 月は防 災月 間です ！ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
のぼって手当が支給されます。まだ申請していない方は、お早めに町 「
防災・福祉・介護保険コーナー」を併設します。（予約不要） 〜ホームページ〜
保健福祉課で手続きをしてください。９月３０日を過ぎると、請求した月 ※災害時緊急持ち出し品 の展示や、緊急通報装置設置事業・ 掲載位置 トップページ ６枠（
下部に掲載） バナー広告
の翌月からの支給となりますのでご注意ください。
広告規格及び掲載料金
防災登録・介護保険住宅改修等に関する制度紹介・相談を
【問い合わせ】
保健福祉課 ℡６８−６７１６
(1) 大きさ天地 ６０ピクセル、左右１５０ピクセル
実施します。

高速バスの時刻が変わります
御宿・東京駅の高速バスの時刻が９月１５日から次のように改正され
ます。
停留所 鴨川日東 京成バス 鴨川日東
上
御宿発
6:05
11:00
16:00
り
東京駅着
8:20
13:15
18:15
停留所 京成バス 鴨川日東 鴨川日東
下
東京駅発
7:25
12:15
17:55
り
御宿着
9:40
14:30
20:10

バス発着所の隣に高速バス利用者の専用駐車場を設置します
【問い合わせ】
鴨川日東バス ℡０４−７０９２−１２３４
京成バス
℡０３−３９６１−０９３５

※どなたでもご覧になれます。（予約不要） 多くの皆さんのご来
場をお待ちしています。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

平成１８年秋の全国交通安全運動

(2) 容量４キロバイト以内
(3) 形式GIF又はJPEG形式（アニメーションGIFを除く。）
１枠月額 町内８，０００円 町外１０，０００円
掲載期間 原則として月の初日から末日までの１か月を単位
とし、最大６か月まで連続して掲載できるものとする
が、年度を越えることはできない。
広告掲載枠数は最大６枠

秋の全国交通安全運動が実施されます。交通ルールの遵守
と正しい交通マナーを実践し、交通安全に努めましょう。
※広告の原稿・版下等の作成経費は申込者負担となります。
【期間】平成１８年９月２１日（木）〜９月３０日（土）
申し込みについては必要書類がありますので、詳細につい
スローガン 〜 思いやる 心ひとつで 事故はゼロ 〜
てはお問い合わせください。
〜 反射材 あなたの命の 守り札 〜
【問い合わせ】企画財政課 ℡６８−２５１２

お知らせ

屋 外広 告物 の許 可申 請を 忘れ て
いませんか？

お知らせ

危険物取扱者試験の実施

【試験種類】甲種、乙種全類（第１類から第６類）、丙種
【日
時】平成１８年１１月２６日（
日） １０：００〜
【試験会場】勝浦市 国際武道大学
事業所や作業所、店舗等に屋外広告物を表示・掲出する場 【願書受付期間】平成１８年１０月２日（月）〜１０月１１日（水）
９：００〜１７：００
合、総表示面積が２０㎡（海岸部では１５㎡）を超えるときは、あら
【願書受付場所】
大多喜町船子７３−２
かじめ町長の許可が必要となります。
夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部
事業所などの敷地以外のところに表示・掲出する場合は、２０
※受験願書等の必要な書類は消防本部、勝浦消防署、大原消防
署及び大多喜・御宿・夷隅・
岬の各分署に用意してあります。
㎡以下であっても、許可が必要となります。
屋外広告物の許可申請を行っていない方は、早めに手続き 【問い合わせ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部
予防課 予防係 ℡８２−４５４５

をしてください。

お知らせ

歴史民俗資料館企画展

「 ドン・ ロド リゴ救 出４０ ０年 近し」
ドン・ロドリゴ遭難救助から３９７年が過ぎ、２００９年には４００年
を迎えようとしています。資料館では、「ドン・ロドリゴ救出４００年
近し」をテーマに企画展を開催しています。
【期間】１１月３０日（木）まで（月曜日・国民の祝日は休館日）
【問い合わせ】歴史民俗資料館 ℡６８−４３１１

平成１８年度後期技能検定

【等級】特級（一部職種）、１・２・３級（一部職種）及び単一等級
【職種】８１職種６９作業
機械保全、建築大工、枠組壁建築、配管、和裁、パン製
造、菓子製造、石材施工、金型製作、工場板金、めっき、ロー
おおたきショッピングプラザオリブ
【相談内容】農地転用・各種許認可申請等／境界・測量・地目変更・ プ加工、機械検査、電気機器組立て、半導体製品製造、自
建物登記等／登記・相続・会社設立・小額訴訟等／税
動販売機調整、鉄道車両製造・整備、時計修理、空気圧装
金・会社決算等
置組立て、油圧装置調整、縫製機械整備、農業機械整備、
【連絡先】
冷凍空気調和機器施工、婦人子供服製造、プラスチック成
行政書士会長夷支部長（山岸） ℡０４７０−８２−３７７９
形、強化プラスチック成形、かわらぶき、型枠施工、鉄筋施
土地家屋調査士会一宮支部長（金沢） ℡０４７５−２４−０５２０
司法書士会一宮支部長（片岡） ℡０４７５−２２−５５７８
工、コンクリー ト圧送施工、防水施工、カーテンウォール施
税理士会茂原支部事務局 ℡０４７５−２６−７３７２
工、ガラス施工、テクニカルイラストレーション、機械・プラント
製図、電気製図、金属材料試験、塗装、電子回路接続、エー
エルシーパネル施工、樹脂接着剤注入施工、バルコニー施
【開設日時】第１・第３水曜日（
祝日等は休み）
工、特級（当該全職種）
１０：００〜１２：００ １３：００〜１５：００
【受験資格】原則として各職種とも所定の実務経験が必要
【開設場所】千葉県視覚障害者福祉協会研修室
【受験手数料】実技 １１，５００円〜１５，７００円
（視覚障害者総合支援センターちば６階）
学科 ３，１００円
〒２８４−０００５ 四街道市四街道１−９−３
℡０４３−４２１−５１９９ ＨＰ http://www1.odn.ne.jp/tisikyo 【
受付期間】９月２５日（月）〜１０月６日（金）
【講習内容】五十音、濁音、半濁音、拗音などの基礎的事項、初心者 【
試験実施日程】平成１８年１１月２４日（金）〜平成１９年２月１８
向けのテキストを用いて点字の触読などを個別対応
日（日）の間の指定する日
※ご利用される場合は、あらかじめ電話でご連絡してください。
【合格発表】平成１９年３月３１日（火）
【受付場所・問い合わせ】
募 集
農業に取り組みたい方へ
千葉県職業能力開発協会 技能検定課
℡０４３−２９６−１１５０ ＵＲＬ http://www.chivada.or.jp

法の日 ４団体合同無料相談会

※屋外広告物とは、屋外で表示される看板、立看板、はり紙等
および広告塔や建物等に表示されたものであり、またこれらに 【日時】平成１８年１０月１日（日） １０：００〜１６：００
【場所】茂原市役所 市民室 ／ 大原文化センター ／
類するものをいいます。
屋外広告物の内容、設置時期、設置場所などによって、許可
申請が異なります。
【問い合わせ】建設環境課 ℡６８−６６９４

犬猫の不妊・去勢手術の一部を
助成します
飼い主の身勝手から捨てられたり、引き取られる不幸な犬・猫
をなくすため、（社）千葉県獣医師会及び（財）千葉県動物保護
管理協会では、毎年動物愛護週間行事の一環として、次のとお
り不妊・去勢手術普及助成事業を実施しています。
【手術助成対象動物】
《１世帯あたり１頭（匹）》
手術可能な飼い犬・飼い猫（雄・雌とも）
犬は平成１８年度狂犬病予防注射済みで登録済みのもの
【助成事業額】犬猫（雄・雌とも） ５，０００円
【応募期間】平成１８年９月２０日〜９月２６日（当日消印有効）
【手術実施期間】利用券受領してから平成１８年１２月２６日まで
手術の助成対象病院は（社）千葉県獣医師会員の動物病院

点字教室開設

〜いすみ農業実践塾〜塾生募集

※応募方法等詳細は、（社）千葉県獣医師会のホームページ
夷隅農林振興センターでは野菜等を栽培し販売したい定年退職前
（http://www.cpvma.com/）に記載されています。
後の方やＵターン者等を対象とした講座の受講生を募集しています。
ＯＮＪＵＫＵ まるごとミュージアム
【問い合わせ】
【開催期間】平成１８年１０月〜平成１９年８月
【開催期間】平成１８年９月９日（土）〜９月２４日（日）
（社）千葉県獣医師会 ℡０４３−２３２−６９８０
【内容】前期 基礎知識の講義及び実習
【テーマ】人と自然とアートの新しい出会い
（財）千葉県動物保護管理協会 ℡０４３−２１４−７８１４
後期 応用力を高める講義や検討会
【主催】ＯＮＪ
ＵＫＵ まるごとミュージアム運営委員会
【募集対象】原則農地を持っている方
御宿町商工会 ℡６８−２８１８
【申込期限】平成１８年９月２７日（
水）
「秋の企画展」詳細はホームページをご覧ください。
【申し込み先】
夷隅農林振興センター（
振興普及部改良普及課）
「 四万温 泉・ りんご 狩りの 旅」参 加募 集中
http//www.onjuku.or.jp
℡８２−２２１３

第２５回夷隅郡市連合なのはな号

