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募 集 

御御宿宿町町障障害害者者計計画画策策定定委委員員募募集集  
町では、「御宿町障害者計画」の策定にあたり、住民の皆さまの意見

を計画に反映させるため、策定委員を募集します。 
【応募要件】 

①２０歳以上６５歳未満の方で御宿町に住所を有する方 
②策定委員会（３回開催予定）に出席可能な方 

【募集人数】２名 
【任期】平成１９年８月１日～平成２０年３月３１日 
【応募期間】７月２５日（水）まで 
【応募方法】住所、氏名、年齢、職業、電話番号、応募の動機を明記の

うえ、保健福祉課に提出してください。様式、字数は問いま
せん。郵送、ファックスまたは直接窓口にて受け付けます。 

【申込み・問い合わせ】〒299-5192 御宿町須賀 1522 
保健福祉課 TEL６８－６７１６ FAX６８－７１８２ 

 
お知らせ 
 

市市町町村村交交通通災災害害共共済済のの更更新新時時期期でですす  
－各地区出張受付を行います－ 

 現在、交通災害共済に加入されている方は、平成１９年８月３１日で
期間が満了となります。以下の日程で出張受付を行いますので、先に
配布済みの加入申込書に必要事項を記入のうえ、会費を添えてお申
し込みください。 

年会費（平成１９年９月１日～平成２０年８月３１日）は 
１人７００円です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆記載方法のわからない方は、受付当日に申込用紙をそのまま会場

へお持ちください。（印鑑は不要） 
◆町内の保育園児及び小中学校の児童・生徒は、すでに集団加入し

ていますので、申 し込みの必要はありません。 
◆出張受付以降は、総務課・公民館で随時申込を受け付けています。 
【問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 

 
お知らせ 

平平成成１１９９年年夏夏のの交交通通安安全全運運動動実実施施  
～ 油断せず いつも心に 初心者マーク ～ 
～ 自転車も ハンドル握れば ドライバー ～  

【期間】７月２０日（金）～７月３１日（火） 
【問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 
  

ススククーールルゾゾーーンン規規制制ににつついいてて 
児童・生徒の通学時における安全確保のため、以下の区域は午前

７時から午前８時３０分まで車両通行止めの規制（スクールゾーン規
制）となっています。スクールゾーン規制の趣旨をご理解のうえ、ご協
力ください。 
御宿中学校付近 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国道 128 号線～六軒町  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 
         いすみ警察署 TEL６２－０１１０ 

 
お知らせ  

夏夏期期特特別別交交通通規規制制のの実実施施  
夏の交通安全対策として、以下の区間について交通規制を実施

しますので、ご協力をお願いします。 
【期間】７月２３日（月）～８月２２日（水） 
【場所・規制】 
○月の沙漠記念館前～堺川生活廃水処理施設（月の沙漠通り） 

［両側駐車禁止］ 
○岩和田保育所前［駐車禁止］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問い合わせ】総務課 TEL６８-２５１１ 
 

年年金金記記録録にに係係るる社社会会保保険険事事務務所所  
出出張張相相談談ににつついいてて  

【日程】７月２４日（火） １４：００～１６：３０ 
【場所】御宿町公民館 中会議室 
※今回の社会保険事務所出張相談は、年金記録に係る相談であ

り、老齢年金裁定請求等の一般の年金相談ではありませんので、
ご理解、ご協力をお願いします。 

【問い合わせ】住民水道課 TEL６８－６６９５ 
 

第第２２１１回回参参議議院院議議員員通通常常選選挙挙ののおお知知ららせせ  
７月２９日（日）は、参議院議員通常選挙の投票日です。 

【投票時間】７：００～２０：００ 
【投票方法】 
千葉県選挙区選挙は、候補者名を書いて投票してください。 
比例代表選挙は、候補者名または政党名を書いて投票してください。 

 
※投票日当日、仕事やレジャーで投票に行けない方などは、以下の

とおり期日前投票ができます。 
◎期間 ７月１３日（金）から７月２８日（土）の土日を含む毎日 
◎時間 ８：３０～２０：００ 
◎場所 御宿町役場 中会議室（２０２会議室） 

 
病院に入院中の方、施設に入所されている方などは、不在者投票

ができます。詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。 
 
「この一票 明るい未来を 築く意思」 

大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。  
【問い合わせ】選挙管理委員会 TEL６８－２５１１ 

御宿中学校 

国道128号線 

商工会 

御宿変電所 

国道128号線 

御宿小学校 

新町会館 

駐車禁止 

スクールゾーン 

スクールゾーン 

受付日 午前 午後
高山田地区 実谷・七本地区

場所　　高山田公民館 場所　　御宿町浄水場
時間　　８：３０～１０：００ 時間　　１３：００～１４：３０

上布施地区 御宿台地区
場所　　上布施消防 場所　　御宿台集会所
　　　　　コミュニティセンター 及び
時間　　１０：３０～１２：００ ラビドール御宿

時間　　１５：００～１６：００
六軒町地区 岩和田地区

場所　　第３分団消防庫 場所　　岩和田区民館
時間　　９：００～１１：３０ 時間　　１３：３０～１６：００

浜地区 須賀地区
場所　　浜青年館 場所　　須賀区民館
時間　　９：００～１１：３０ 時間　　１３：３０～１６：００

久保地区 新町地区
場所　　久保区民館 場所　　新町会館
時間　　９：００～１１：３０ 時間　　１３：３０～１６：００

７月２０日
（金）

７月１９日
（木）

７月１８日
（水）

７月１７日
（火）



 
募 集 

千千葉葉県県立立長長生生高高等等技技術術専専門門校校  
１１００月月入入校校生生募募集集  

【科目】住宅総合科    訓練期間６ヶ月、定員３０名 
住宅設備機器科 訓練期間６ヶ月、定員１５名 
左官技術科    訓練期間６ヶ月、定員１５名 

※授業料無料（教科書代、実習服代等については、自己負担） 
【応募期間】８月３日（金）～８月２８日（火） 
【選考日】９月７日（金） 
【選考方法】面接及び適性検査 
【応募方法】学校指定の入校願書に必要事項を明記のうえ、千葉県立

長生高等技術専門校まで提出してください。（雇用保険
受給資格者は職業安定所相談窓口でご相談ください。） 

【申込み・問い合わせ】 
〒２９９－４３３２ 長生郡長生村金田２８１１ 
千葉県立長生高等技術専門校 TEL０４７５－３２－２１０２ 

 
お知らせ 

親親とと子子のの料料理理教教室室のの開開催催ににつついいてて  
町食生活改善会では、毎年「親と子の料理教室」を開催していま

す。料理を通して親子のふれあいをもち、「楽しく」「おいしく」食べるこ
との大切さを見直してみましょう。みなさんのご参加をお待ちしていま
す。 
【日程】８月２５日（土） ９：００～１３：００ 
【場所】御宿町公民館 
【内容】講義・調理実習 
【対象】御宿町内の小学生とその保護者（家族） 
【定員】先着１５組 
【費用】無料 
【持ち物】エプロン、三角巾、手ふきタオル、筆記用具、室内用くつ 
【申込期間】７月１０日（火）～８月１０日（金） 
【申込み・問い合わせ】保健福祉課 TEL６８－６７１７ 
 

東東京京湾湾口口道道路路建建設設促促進進シシンンポポジジウウムム  
のの開開催催ににつついいてて  

【日程】７月２８日（土） １３：００～１５：４５ 
【場所】富津公民館 大ホール 
【定員】約９００名 
【費用】無料 
【公演内容】「湾口道路が拓く房総の未来」を題する基調講演及びパ

ネルディスカッション 
【講師・パネリスト】高橋洋二氏（日本大学総合科学研究所教授）ほか 
【問い合わせ】富津市企画財政部企画政策課 

TEL０４３９－８０－１２２９ 

  
お知らせ 

水水稲稲病病害害虫虫のの航航空空防防除除をを実実施施  
水稲の病害虫防除のため、須賀・高山田・久保・上布施・実谷・七

本地区の水田において、ヘリコプターによる航空防除を実施します。 
防除が安全に行われるよう、皆さまのご協力をお願いします。 

○日時 ７月１７日（火） 
午前５時から午前９時まで（予定） 

※天候不良等により航空防除が順延となった場合、また航空防除が
終了したときは防災無線でお知らせします。 

 
特に次の事項には十分ご注意ください  

①航空防除中の通行は避けてください。 
②ヘリコプターの音がしている間は窓を閉め、屋外に出ないようにして

ください。 
③航空防除中は、洗濯物を屋外に出さないようにしてください。 
④飲料用井戸の蓋が不完全なものは、ビニール等をかけておいてく

ださい。 
⑤屋外で鯉・金魚等を飼っている場合は、水のかけ流しをするか、ビ

ニール等をかけておいてください。 
⑥畑の野菜は、前日に収穫しておいてください。 
⑦屋外駐車の自動車等には、カバーをかけておいてください。 
⑧航空防除終了後、２４時間以内は水田に入らないでください。 
 
町内巡回バスの運行時刻変更  

７月１７日（火）の町内巡回バスの運行時刻を以下のとおり変更しま
す。また、天候不順により順延となった場合も同様となります。 

七本バス停発 ７：２５→運休 
七本バス停発 ９：００→９：３０に変更 

【問い合わせ】御宿町航空防除事業協議会（産業観光課内） 
TEL６８－２５１３ 

 

第第５５回回夷夷隅隅川川流流域域委委員員会会のの開開催催ににつついいてて  
地域の意見を反映した「川づくり」を行うため、県では「第５回夷隅川

流域委員会」を開催します。 
【テーマ】「夷隅川河川整備計画」と「大多喜ダム事業」について 
【日程】８月６日（月） １４：００～１６：００ 
【場所】国民年金健康保養センター「そとぼう」 大会議室 

（いすみ市岬町和泉４４３７－１０ TEL８７－７１１１） 
※傍聴可能（会場の都合により当日先着２０名程度） 
【問い合わせ】千葉県夷隅地域整備センター  TEL６２－３３１１ 
 

月月のの沙沙漠漠記記念念館館企企画画展展ののおお知知ららせせ  
月の沙漠記念館では、「生誕１１０年加藤まさを展」として、画伯の情

緒豊かな抒情画を一堂に展示しています。是非、ご来館ください。 
※７月１５日（日）は、月の沙漠記念館の町民無料開放の日です。 
【問い合わせ】月の沙漠記念館 TEL６８－６３８９ 

 
募 集 

放放送送大大学学学学生生募募集集  
○教養学部 ①全科履修生（大学卒業を目指すコース） 
         ②選科履修生（１年間在学するコース） 
         ③科目履修生（１学期間「６ヶ月」在学するコース） 
○大学院   ④修士選科生（１年間在学し、学習･研究するコース） 
         ⑤修士科目生（１学期間「６ヶ月」在学し、学習･研究する

コース） 
         ⑥修士全科生（２年間在学し、修士「学術」の学位を目

指すコース） 
【募集期間】①～⑤ ８月１５日（水）まで 
        ⑥ ８月２５日（土）～９月１４日（金） 
【問い合わせ】放送大学千葉学習センター教務係 
         TEL０４３－２９８－４３６７ 

 
お知らせ 

裁裁判判所所かかららののおお知知ららせせ  
――裁裁判判員員制制度度ににつついいててーー  

国民の皆さんに刑事裁判に参加していただく「裁判員制度」が平成
２１年５月までに始まります。裁判所では、裁判員制度に関心を持ち、
理解していただくために映画やパンフレットなど様々な方法で情報を
提供しています。 
○裁判員制度広報用映画「評議」 

裁判員制度の評議の模様を描いた約６２分の映画です。殺人未
遂事件を題材に、裁判員に選ばれた国民が戸惑いながらも次第に
打ち解けてお互いの意見を交わし、裁判官と一緒になって、遂に判
決に至るといった経緯で、裁判員裁判で重要な評議のシーンを中
心とするドラマです。 

○裁判員制度広報用映画「裁判員～選ばれ、そして見えてきたもの～」 
裁判員制度の選任手続を中心に描いた約６９分の映画です。放

火事件を題材に、どのようにして皆さんが裁判員に選ばれるのかに
ついて、現段階におけるイメージをできる限りお伝えする内容にな
っています。仕事の都合もあり、当初は参加に消極的であった主人
公の心理的不安や、裁判員となる上での日常生活上の障害と葛
藤、それらを調整の上、徐々に積極的に参加していく姿が描かれて
います。 

○アニメ「ぼくらの裁判員物語」 
中・高校生向けの約２２分のアニメです。高校生を主人公にして、

裁判員制度をアニメーションで分りやすく解説しています。 
○パンフレット「よくわかる！裁判員制度 Q&A」 

裁判員制度をイラスト入りで分りやすく解説したパンフレットです。 
 
上記、映画及びアニメの DVD または VHS の貸出を希望される方、パ
ンフレットの配布を希望される方は、最寄りの地方裁判所（総務課）ま
でお問い合わせください。 
【問い合わせ】千葉地方裁判所事務局総務課 TEL０４３－２２２－０１６５ 


