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御宿ウォーターパークアルバ イト募集

ホストファミリー募集

【勤務内容】売店、調理補助、チケット販売等
【勤務期間】７月１４日（土）〜８月２６日（日） ※原則として週休２日
【勤務時間】８：３０〜１７：００
【募集人数】８名
【応募要件】１８歳以上５０歳未満で健康な方
【応募方法】履歴書に必要事項を記入のうえ、７月６日（金）までに役場
４階産業観光課へ提出してください。
募
【応募先・
問い合わせ】産業観光課 TEL６８−２５１３

お知らせ

御宿ウォーターパーク開設のお知らせ
【開設期間】７月１４日（土）〜８月２６日（日）
【開設時間】９：００〜１７：００
※７月１４日は１０：３０から無料開放です。是非ご利用ください。
【問い合わせ】
産業観光課 TEL６８−２５１３

公民館での住民票の写し
戸籍の発行業務について
住民票の写しや現在戸籍の謄・抄本の発行は、公民館でも取り扱っ
ています。
なお、住民票の写し及び年金の現況届けに必要な住所確認は土曜
日も利用できますので、ご利用ください。
※除籍及び改製原戸籍の発行、印鑑登録や印鑑証明書の発行、転
出入、戸籍の届出はできません。
【公民館での業務と利用時間】
業 務
利 用 時 間
火曜日から土曜日まで
住民票の写し
８：３０〜１７：００
（年金の現況届けを含む）
（休館日、年末年始を除く）
火曜日から金曜日まで
戸
籍
８：３０〜１７：００
（休館日、年末年始を除く）
【問い合わせ】
住民水道課 TEL６８−６６９５
公民館 TEL６８−２９４７

７月の心配ごと相談
【日程】 ２日（月）［一般・児童・
行政・障害者相談］
２３日（月）［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】
御宿町社会福祉協議会 TEL６８−６７２５

発行日 平成１９年６月２５日
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編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２

http://www.town.onjuku.chiba. jp/
集

夏期臨時職員の募集について

【勤務内容】海岸清掃及び清掃センター作業
【勤務期間】７月１７日（火）〜８月２０日（月）
※土日勤務あり（週休２日）
【勤務時間】８：００〜１８：００（休憩時間２時間）
【募集人数】４名
【応募要件】６５歳未満で健康な方
【応募方法】履歴書に必要事項を記入のうえ、７月６日（金）までに役
場３階建設環境課へ提出してください。
【応募先・
問い合わせ】建設環境課 TEL６８−６６９４

お知らせ

特別ごみ収集の申し込み受付を行います

メキシコ少年野球チームが来町します。御宿町国際交流協会では
子供たちを受 け入れてくださるホストファミリーを募集します。国際交
流に興味をもたれている方のご協力をお願いいたします。
【日程】７月１８日（水）〜７月３０日（
月）
【受入人数】２〜３名
【応募期間】７月６日（金）まで
【応募先・
問い合わせ】御宿町国際交流協会事務局（産業観光課）
TEL６８−２５１３

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール監 視員募集
【勤務内容】プール監視及び施設管理等
【勤務期間】７月１４日（
土）〜９月２日（
日） ※土日勤務あり（週休２日）
【募集人数】３名
【応募要件】２０歳以上５０歳未満で１日３時間以上、週４日程度勤務
できる方
【応募方法】履歴書に必要事項を記入のうえ、７月６日（金）までに
B&G 海洋センターへ提出してください。
【その他】水泳技能等を有する方、プール監視業務経験者を優先し
ます。
【応募先・
問い合わせ】B&G 海洋センター TEL６８−４１４３

お知らせ

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール開設のお知らせ

特別ごみ収集の申し込み受付を行いますので、収集を希望される
【開設期間】７月１４日（土）〜９月２日（日）
事業者の方は、以下のとおりお申し込みください。
【開設時間】９：００〜１２：００ １３：００〜１７：００
受付日
７月１２日（
木）
【休館日】
毎週月曜日及び祝日の翌日
御宿岩和田漁業協同
場 所
岩和田青年館
【その他】
小学生以下は保護者の付き添いが必要です。
組合御宿支所
※都合により入場制限をすることがあります。ご利用の際は、電話
時 間
９：００〜１０：３０
１１：００〜１２：００
で確認をしてください。
７月２３日（
月）
〜８月２２日（水）
【問い合わせ】B&G 海洋センター TEL６８−４１４３
収集期間
※日曜日の収集は行いません。
○収集加入料金は月額１，０００円（７、８月の場合は２ヶ月分）です。
ただし、すでに年間１２，０００円で加入している場合を除きます。
○エアロビクス ６日（金）、１３日（金）１４：００〜
○収集運搬料につきましては、排出者と業者との個人契約になります （B&G 海洋センター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。）
ので、直接、業者に支払いしてください。
○運搬業者等による清掃センターへの搬入料金については、戸別計 ○アクアビクス＆水中ウォーキング ２２日（日）、２９日（日）１４：３０〜
量し、後日１kg あたり６円で町より送付の納付書により納付してくだ ※保険については、各自で加入してください。
【問い合わせ】B&G 海洋センター TEL６８−４１４３
さい。
○申込用紙は建設環境課または、当日受付場所に用意してありま
す。申し込み用紙の※欄に必ず記入・押印のうえ料金とともにお申
小中学生が描いたあんどんの絵を展示します。
し込みください。
【展示場所】花藤（御宿町新町）
【問い合わせ】
建設環境課 TEL６８−６６９４
【展示期間】６月２８日（木）〜７月１日（日） １０：００〜１８：００
【問い合わせ】
御宿町商工会 TEL68-２８１８

７月のＢ＆Ｇ健康教室

「あんどんの絵」展示のご案 内
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平成１９年度夷隅郡市
広域市町村圏事務組合消防職員採用試験
【採用予定人数】
若干名
【試験日時・場所】
試

験

日
時
試験会場
９月１６日(日)
大多喜町中央公民館
第１次試験
１０：００（受付９：００〜） 夷隅郡大多喜町大多喜４８６−３
第２次試験 １１月上旬

第１次試験合格者に別途通知

【採用基準】
区 分
学 力
年 齢
身 長
体 重
視
身
体 聴
状 握
態

力
力
力

その他

不適格基準

受験資格
高等学校卒業程度の学力を有する者
昭和５８年４月２日から平成２年４月１日までに生まれた者
おおむね１６０cm（女子にあってはおおむね１５５cm）以上
おおむね５０kg（女子にあってはおおむね４５kg）以上
矯正視力を含み、両眼で０.８以上、かつ、一眼でそれぞれ０．５
以上で赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること。
左右とも正常であること。
左右とも３５kg（女子にあっては２５kg）以上
１． 身体の各関節が正常であること。
２． 言語が明瞭で充分発音ができること。
３． 神経機能及び神経系統に異常がないこと。
４． 結核性疾患、感染症疾患及びその他の疾患がないこと。
１．日本国籍を有しない者
２．成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む）
３．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行
を受けることがなくなるまでの者
４．当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分
の日から２年を経過しない者
５．日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に
成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の
団体を結成し、又はこれに加入した者

【受付期間】
７月３０日(月)〜８月１０日(金)
郵送の場合は、８月１０日消印のものまで受け付けます。
受付時間 ８：３０〜１７：３０
【試験の方法】
（１）第１次試験（教養試験、作文試験、体力試験）
（２）第２次試験（面接試験）
【提出書類】
（１）職員採用試験申込書
（２）
健康診断証明書（夷隅郡市広域市町村圏事務組合指定のもの
又は同様のもので提出日前３ヶ月以内のもの）
（３）履歴書（第２次試験まで）
（４）成績証明書（第２次試験まで）
（５）卒業(見込)証明書（
第２次試験まで）
【申込書の請求先】
夷隅郡市広域市町村圏事務組合（
総務課もしくは消防本部）
【応募先・
問い合わせ】
夷隅郡市広域市町村圏事務組合（
総務課）
〒２９９−５２２５ 勝浦市墨名８１５−５６ TEL７０−２０００

集

お知らせ

「未来に残そう青い海」図画 募集
【テーマ】海に関するもので海洋環境の保全を呼びかけるもの
【応募要件】小・中学生
【応募期間】９月１４日（金）まで （当日必着）
【応募基準】
○作品は本人の作品で、未発表のものに限り、標語等の文字は入れ
ないこととします。
○図案のサイズは、画用紙四つ切り（３８０mm×５４０mm）から八つ切り
（２７０mm×３８０mm）とします。
○作品の著作権等に関する一切の権利は、主催者に帰属します。
○応募作品を使用した広報、ポスター及び印刷物等への使用並びに
作品展示の際には、作者の学校名、学年、氏名を併記します。
【応募方法】図案裏面に氏名・年齢・性別・連絡先・住所・学校名・学
年・クラス・返却希望の有無を明記して、勝浦海上保安署
まで提出してください。（郵送可）
【応募先・
問い合わせ】〒２９９−５２３３ 勝浦市浜勝浦４９９
勝浦海上保安署 TEL７３−３９９９、７３−４９９９

お知らせ

屋外広告物の許可申請につい て
事業所や作業所、店舗等に屋外広告物を表示・掲出する場合で、
総表示面積が２０㎡（一部海岸部では１５㎡）を超えるときは、町長の
許可が必要となります。
また、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
㎡以下であっても、同様に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、早めに手続きをしてく
ださい。
※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、またこれらに類するもの
をいいます。
【問い合わせ】
建設環境課 TEL６８−６６９４

夏季の省エネルギー対策につ いて
エネルギー消費の増加する夏季には、次のことを参考に省エネを
心がけましょう。
〜夏の省エネ〜
・冷房機器は不必要なつけっぱなしをせずに室温２８℃を目安に温度
調節をしましょう。
〜見直してみましょう〜
・冷蔵庫は壁から適切な間隔をあけて設置しましょう。
・電気、ガス、石油機器などを買う時は省エネルギータイプのものを選
びましょう。
・部屋の照明を購入するときは 省エネ型の電球型蛍光ランプを使用す
るようにしましょう。
〜こまめに省エネしましょう〜
・冷蔵庫の庫内は季節にあわせて温度調整を行い、ものを詰め込み
過ぎないように整理整頓しましょう。
・電気ポットなどの電気製品を長時間使わない時にはコンセントからプ
ラグを抜くようにしましょう。
・煮物などの下ごしらえは電子レンジを活用しましょう。
・テレビをつけっぱなしにしたまま他の用事をしないようにしましょう。
・シャワーはお湯を流しっぱなしにしないようにしましょう。
・お風呂は間隔をおかずに入るようにして追い焚きをしないようにしま
しょう。
・車の運転の際には経済速度を心がけ急発進・急加速をしないように
しましょう。
・外出時はできるだけ電車･バスなど公共交通機関を利用するようにし
ましょう。
・タイヤの空気圧は適正に保つように心がけましょう。
・アイドリングはできる限りしないようにしましょう。
【問い合わせ】
建設環境課 TEL６８−６６９４

ハンセン病を正しく理解しま しょう
り か ん

ハンセン病を正しく理解していただき、ハンセン病に罹患した方等
が安心して生活が送れるようご協力お願いします。
町では、「協働の町づくり」として、住民の皆様と協働して道路環境
○ハンセン病は、らい菌によって引き起こされる慢性の細菌性感染症
を整備していきたいと考えています。
の一種ですが、人に対して毒性を持ちません。
梅雨時になりますと木々が生い茂り、木の枝が道路にはみ出し、通
行の安全に支障をきたす恐れがあります。所有される土地から枝が道 ○感染力は極めて弱いので感染しにくい上、発病することはまれで
路上に出ている場合は伐採するなどのご協力をお願いします。
す。
【枝切り等をお願いする範囲】
○仮に発病した場合であっても、治療法が確立されている現在では、
道路と接している箇所で高さ４m 程度の範囲
早期発見と早期治療により、短期間で治癒する病気です。
【問い合わせ】
建設環境課 TEL６８−６６９４
【問い合わせ】
保健福祉課 TEL６８−６７１７

道路沿いの枝切りのお願い

公開講座のお知らせ
【テーマ】健康と生活習慣を考える
開 催 日
内
容
７月 ７日（
土） 健康な日常生活、生活習慣を科学的に考える
７月１４日（
土） こどもの生活習慣を考える
７月２８日（
土） 生活習慣の改善を考える
【時間】１３：００〜１５：００
【場所】公民館大会議室
【問い合わせ】
公民館 TEL６８−２９４７

救急法講習会のお知らせ
【日時】７月８日（日） １４：００〜１５：３０
【場所】B&G 海洋センター体育館
【内容】心肺蘇生法と応急処置（
講師：広域消防御宿分署）
【対象】成人
【問い合わせ】B&G 海洋センター TEL６８−４１４３

