お知らせ

お知らせ

公共施設の年末年始の休業日
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「おんじゅく渚の火祭り」を開催
発行日 平成１８年１２月１０日

ＮＯ．４７０

中央海岸に設置した大焚松を勇壮に燃やし、過ぎ行く年に
思いをはせ、新年の希望を願う祭典です。

編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２

【日時】平成１８年１２月３１日（日） ２１：００〜
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
【場所】御宿中央海岸
【内容】豊漁・豊作・海の安全等の祈願祭・鬼面太鼓の演舞・
お知らせ
三味線の演奏のほか、祈願木札・甘酒・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、 夢を育む奉仕 として、１２月 【問い合わせ】御宿町観光協会 ℡６８−２４１４
２４日のクリスマスイブにサンタクロースに扮したスタッフがお子さ
んに夢を届けるサンタクロース事業を行います。
【対 象 者】御宿在住の小学３年生までの児童を有する家庭
【申込方法】公民館に用意してある申込用紙を公民館に提出し
肝炎ウイルスに感染すると、全身けん怠感や食欲不振、
①役場、公民館での戸籍・住民票の発行は２８日までです。
てください。
（平成１９年１月４日から発行）※戸籍の届出（死亡・出生・
婚姻・離婚
黄疸や肝臓の腫大等の症状が現れますが、自覚症状がない
等）
は休日を問わず役場で受け付けます。
【申込期間】１２月１２日(火)から２１日(木)の１７時まで
まま経過し、感染に気が付かないことも多く、適切な治療を
②町民バスは、１２月２９日から平成１９年１月３日まで運休。
※ お届けするプレゼント品については、各家庭で用意していた せずに放置した場合、肝硬変から肝がんに進行するといわれ
③清掃センターは、１２月２９日から平成１９年１月３日まで休みです
だき公民館へお持ち下さい。(割れ物・なまもの・生き物の ています。
が、１２月３１日（８：３０〜１６：００）は、センターへの持ち込みが可能。
プレゼントはご遠慮下さい)
検査を希望する方は、夷隅健康福祉センター（
夷隅保健所）
１２月３１日は、全区域燃やせるごみの臨時収集日です。
【訪問日時】１２月２４日(日) １９：００〜２１：００
１月４日（木）
は燃やせるゴミ、５日（金）
は資源ゴミの収集日です。
で、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査を受けることができますので御

サンタが家(うち)にやってきた！

肝炎ウイルス(Ｂ型・Ｃ型)検査

多数のお申し込みをお待ちしております！

御宿台施設の開場時間
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○予約受付け
○当日問い合わせ

１月２・３日

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
○消防出初式 平成１９年１月７日 １０：００〜 須賀多目的広場
○成人式
平成１９年１月８日 １０：３０〜 御宿町公民館

利用ください。

【受付日・検査日】毎月第１・第３月曜日
【受付時間】９：３０〜１１：００
【検査料金等】無料 ※年齢制限はなし
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 【結果】約２週間後（肝炎ウイルスに感染している可能性のある
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
方には、相談生活指導を行います。）
タッフ」もあわせて募集しています。
厚生労働省ホームページ「
Ｂ型肝炎について（一般的なＱ＆Ａ）
」
ご協力いただける方は、公民館までご連絡下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/01.html
【問い合わせ】御宿公民館 ℡６８−２９４７

カップルサンタ・レディース サンタ･
女性スタッフを募集

厚生労働省ホームページ「Ｃ型肝炎について（一般的なＱ＆Ａ）
」

工業統計調査にご協力を

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/02.html

（社）日本医師会ホームページ「知って得する病気の知識（肝炎）
」

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 http://www.med.or.jp/chishiki/kanen/001.html
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 （社）日本肝臓学会ホームページ http://www.jsh.or.jp/
めの重要な資料として広く活用されています。
（財）ウイルス肝炎研究財団 http://www.vhfj.or.jp/
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

【問い合わせ】夷隅健康福祉センター 健康生活支援課
℡ ７３−０１４５
FAX ７３−０９０４

お知らせ

弁護士会による無料クレサラ相談
多重債務者の債務を整理し、その救済を図るためには、債権
者への対応や任意整理、破産、個人再生手続等の手段の選択
において、法律の専門家である弁護士の判断が必要であり、こ
のような需要に応え、より多くの方が利用しやすいよう無料相談
を実施します。
【申し込み】予約制。あらかじめお電話でご予約ください。
℡０４３−２２７−８５８１
【予約受付時間】月曜日から金曜日まで
１０：００〜１１：３０、１３：３０〜１６：００
【相談日】相談日時は、相談者が担当弁護士と打ち合わせの
上、決めていただきます。
【相談料・相談時間】
初回相談料は債務者ご本人からの相談に限り無料。
（２回目以降の相談料は３０分５，２５０円）相談時間は３０分

燃油高騰に伴う農業者への
金融支援の実施
燃油高騰に伴う農業者の一時的な資金需要に対して、燃油
購入のための運転資金として、「農業近代化資金」を利用できる
ようになり、この措置により、融資機関から低利な条件で融資が
受けられるようになりました
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募

集

ＮＰＯ活動発表会南地域大会の開催

放送大学学生募集（４月入校生）

地域の課題解決には、県民や関係機関が連携協力し合うこと
が必要です。
そこで、ＮＰＯ団体の活動事例の発表を通して県民や関係団
体の方々にＮＰＯ活動を知っていただき、共に活動できるきっか
けを作ることを目的として開催します。
【テーマ】地域の力でつくろう心豊かな社会
「居場所つくりを考える」
【開催日時】平成１９年１月１４日（日） １２：２０〜１６：３０
【開催場所】サンプラザ市原（内房線五井駅西口すぐ）
市原市五井中央西１−１−２５
℡０４３６−２４−１１５１
【対象地域】市原・茂原市以南
【主催】千葉県
【企画運営】ＮＰＯ活動発表会南地域実行委員会
【問い合わせ】ＮＰＯ法人千葉自然学校
℡０４３−２２７−７１０３
詳細はホームページ千葉県ＮＰＯ情報ネットをご覧ください。
http://www.chiba-npo.jp
募 集

平成１９年度第１学期教養学部生・大学院修士選科生及び修士
科目生募集

県立市原高等技術専門校
平成１９年４月入校生募集

金属技術科、塗装科、電気工事科（各１年コース）
【融資対象者】燃油高騰により購入費が増大している農業者等 【訓練時間】平日８：５０〜１６：４０
【応募資格】学歴は問いません
（施設園芸農家等）
（電気工事科は高卒程度学力を有する方）
【資金使途】燃油購入のための運転資金
【募集人員】各３０名（電気工事科は１６名）
【融資限度額】１経営体について５００万円以内
【経費】テキスト・作業服等各自負担
【融資率】使用見込額の８０％以内
（電気工事科は授業料等有料）
【貸付利率】年１．９％以内（平成１８年１１月１日現在）
【
特典】
自動車通校可能（許可制）、職安受講指示者のみ基本
※貸付利率は、千葉県の利子補給補助「１．２５％」を
手当・受講手当・通所手当支給
実施した後の利率
【応募書類】入校願書（指定様式）
【融資期間】５年以内（措置期間なし）
【応募先】雇用保険受給者と４５歳以上は公共職業安定所、その
【融資機関】いすみ農業協同組合
他は同校まで
【保証等】農業信用協会の保証を付すことができます。
【応募締切】平成１９年１月３１日（水）
詳細については融資機関に相談してください。
【試験日】平成１９年２月１４日（水）
【申込先】いすみ農業協同組合
【試験方法】職業適性検査、面接
【申込期間】平成１９年３月９日まで
（電気工事科は高卒程度国語・数学の学科試験も）
【問い合わせ】夷隅農林振興センター振興普及部
【問い合わせ】県立市原高等技術専門校
℡８２−２２１３
℡０４３６−２２−０４０３

放送大学は、テレビ・ラジオ（ＵＨＦ・ＣＡＴＶ・ＣＳ・地上デジタ
ル放送・ＦＭ）を通じて、自宅で学習できる通信制の大学です。
入学試験はなく、幅広い分野の約３００科目から学べます。
《教養学部》
学生の種類 ①全科履修生（大学卒業を目指すコース）
学生の種類 ②選科履修生（１年間在学し、学習するコース）
学生の種類 ③科目履修生（６ヶ月在学し、学習するコース）
特徴
１８歳以上で大学入学資格があれば全科履修生と
して、１５歳以上であれば選科・科目履修生として入
学できます。
※短期大学・
専門学校から３年次編入学ができます（全科履修生）

《大学院》
学生の種類 ④修士選科生（１年間在学し、学習するコース）
学生の種類 ⑤修士科目生（６ヶ月在学し、学習するコース）
現職教員の方等の専修免許取得に利用できます。
【募集期間】平成１８年１２月１５日（金）から
平成１９年２月１５日（木）まで
【問い合わせ】放送大学千葉学習センター
〒２６１−８５８６ 千葉市美浜区若葉２丁目１１番地
℡０４３−２９８−４３６７ FAX０４３−２９８−４３８６

千葉県育英会館学生寮の寮生募集
経済的負担を軽減し、健全な学生生活を送るための学生寮の
寮生を募集します。共同生活を通して教養を高め、人とのつな
がりも学べます。
【対象】千葉県出身で、平成１９年度に４年制大学に入学予定の
男子学生または大学在学中の男子学生
【選考日】第１回：平成１９年２月２６日(月)
第２回：平成１９年３月２０日(火)
【募集定員】約１０人(新入生中心)
【受付期間】平成１９年１月１６日(火)〜３月１５日(木)
【寮費用】月額３９，０００円(含朝食・夕食)
【問い合わせ】
〒２７２−０８２７ 市川市国府１−５−２０
千葉県育英会館学生寮 ℡０４７−３７２−９８４６
（
Ｊ
Ｒ市川駅からバス７分、京成国府台駅から徒歩１０分)

