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平成２０年度「子宮がん検診」実施

児童扶養手当現況届
特別児童扶養手当所得状況届
の提出について

※予約の必要はありません。
【対象者】２０歳以上の女性
（昭和６３年１２月３１日までに生まれた方）
【場 所】町保健センター
【持ち物】①申込み票（住所・氏名等が記入されている用紙）
【持ち物】②受診票
【持ち物】③受診費用（１，０００円）
【服 装】スカートを着用してください。
【日 程】
期

日

受付時間
対象地区

８月２２日（金）

８月２９日（
金）
１３：
００〜１５：
００

須賀・浜・高山田・久保・
新町

【
第１便】
高山田 西琳寺前
高山田消防庫前
保健センター到着
【
第２便】

13:20
13:30

送迎バス 久保区民館入口（タバコ店前）
13:40
運行予定 新町消防庫前
御宿郵便局前（多目的広場側）

浜 ホテルニューハワイ前
浜青年館前（向側）
須賀 ニュー日の丸前

13:45

六軒町・岩和田・実谷・七本・上布施・御宿台

【第１便】
岩和田消防庫前
六軒町 越川商店前
六軒町 藤江商店前
保健センター到着
【第２便】
上布施消防団詰所前
新久井青年館前
石が原 旧バス停前
実谷 吉野商店前（向側）
御宿町浄水場前
実谷上 旧バス停前
広域消防御宿分署前（
向側）
西武不動産販売御宿台営業所駐車場

保健センター到着
13:50 保健センター到着
送りの車は、ご利用の方の状況により随時運行いたします。

13:20
13:25
13:30
13:40

13:45

13:50
13:55

○対象地区は目安ですので、都合によりいずれの日でも受診
できます。
○昨 年 度 検 診 を受診した方及び事前に申し込みをされた方
には、「受診票」をお送りいたします。
○受診票が届かない方で検診を希望される場合は、以下まで
申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】保健福祉課保健事業班６８−６７１７

竹細工教室の開催について
わいわい教室の夏休み特別企画として、小学校低学年向けの
竹細工教室を以下のとおり開催します。夏休みの思い出に美しい
青竹で「うぐいす笛」を作ってみませんか。
【日時】８月２９日（金） １５：３０から
【場所】公民館２階 大会議室
【対象】町内の小学校に通う児童（
高学年の児童も参加可能です）
【費用】２５０円（材料費）
【持ち物】切りだしナイフ（ある方のみ）、はさみ、水筒
【申込期限】８月２１日（木）まで
【申し込み・問い合わせ】歴史民俗資料館 TEL６８−４３１１

発行日 平成２０年８月１０日 ＮＯ．５１０
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２

児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給者は現況届・所得
状況届の提出が必要です。
募 集
この届出により、８月以降の手当が受給できるか審査します
ので、必要書類を添えて提出してください。
提出期間内に提出がない場合は、８月以降の手当の支給が
町ホームページに掲載する有料広告を募集します。事業所、 遅れる場合がありますのでご注意ください。
※受給者の方には、７月末に書類を送付しています。
企業、店舗の宣伝などに是非ご利用ください。
【提出期間】児童扶養手当 ８月１日（金）〜８月２９日（金）
【掲載位置及び規格】
町トップページ バナー広告
特別児童扶養手当 ８月１１日（
月）〜９月１１日（
木）
(1) 大きさ 天地６０ピクセル、左右１５０ピクセル
【問い合わせ】保健福祉課福祉事業班 TEL６８−６７１６
(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）
【募集枠】１０枠
【掲載料金】１枠月額 町内８，０００円 町外１０，０００円
社会保険庁では、４月からすべての年金受給者に、６月から
※６か月分で申し込みいただいた場合、掲載料金は１回あたり
現役加入者に、順次「ねんきん特別便」をお届けしています。
５００円を減じた額となります。また、１２か月を越えて継続して
掲載する場合についても、１回あたりの掲載料金から５００円 この「ねんきん特別便」は、ご自身の年金加入記録を確かめて
を減じた額となります。更に２枠以上で６か月分を申し込んだ いただくために、一人ひとりの年金加入記録を記載したお知らせ
です。
場合は、１回あたり５００円を減じた額となります。
【掲載期間】平成２０年１０月１日〜
○緑色の封筒でお届けしています
月の初日から末日までの１か月単位で、最大６か月連続して
年金受給者には、４月から５月にお届けしました。現役
申し込みできます。
加入者には、６月から１０月でお届けしています。
※広告の原稿・版下等の作成経費は申込者負担となります。
申し込みについては必要書類がありますので、詳細については ○年金記録のご確認をお願いいたします
お問い合わせください。
年金記録に「もれ」や「間違い」がないか十分にご確認を
【問い合わせ】企画財政課 TEL６８−２５１２
お願いします。「もれ」や「
間違い」がある場合も、ない場合も、
必ずご回答くださいますようお願いします。
お知らせ
※３月までに青色の封筒で「ねんきん特別便」が届いた方は、
年金記録に「もれ」がある可能性が高い方です。まだご回答
１６０９年にドン・ロドリゴが岩和田の浜に漂着して間もなく４００年
をいただいていない方がいますので、必ずご回答くださいま
です。千葉県では日本とメキシコの交流の歴史をまとめたパンフ
すようお願いします。
レット「
日墨交易４００年の夢」
を発行しました。日墨交易にわが町
の祖先が果たした役割などがわかりやすくまとめられています。
【問い合わせ】
ねんきん特別便専用ダイヤル
このパンフレットを各世帯に 1 部ずつ頒布しますので是非ご覧
TEL０５７０−０５８−５５５
くださいますようお知らせします。
月〜金：９：００〜２０：００
また、千葉県のホームページには１９７８年にホセ・ロペス・
第 2 土曜日：９：００〜１７：００
ポルティーリョ メキシコ合衆国大統領（当時）の御宿町来訪時の
記録映像がアップされました。御宿町のホームページからリンクに （一般の年金相談は「ねんきんダイヤル」０５７０−０５−１１６５）
よりアクセスできます。
【問い合わせ】企画財政課 TEL６８−２５１２
http://www.town.onjuku.chiba.jp/

町ホームページに掲載する
有料広告を募集

年金記録の確認にご協力ください

「日墨交易４００年の夢」
を頒布します
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普通救命講習会のお知らせ
夷隅広域消防では、緊急時の応急手当普及に向け、以下の
とおり救命講習会を開催します。
【日程】①９月６日（土） ９：００〜１２：００（受付：８：３０〜９：００）
夷隅広域消防勝浦消防署２階会議室
勝浦市沢倉７８−３２
②９月７日（日） ９：００〜１２：００（受付：８：３０〜９：００）
夷隅広域消防大原消防署２階会議室
いすみ市大原６７７９−１
【内容】ＡＥＤを含む心肺蘇生法（成人）、大出血時の止血法
【対象】中学生以上
【定員】４０名
【費用】無料
【申込方法】実施日の３日前までに御宿分署に直接または電話
で申し込みください。
【
申し込み・
問い合わせ】
夷隅広域消防御宿分署 TEL６８−６３１０

若者自立電話相談室
（財）社会経済生産性本部では、若者自立支援事業として
無料電話相談室を開設しました。「ニート・ひきこもり状態になっ
ている」「働きたいけど一歩を踏み出せない」「働く自信がない」
「自立できていない今の状況を変えたい」「どこに相談すれば
よいのか分からない」
等の悩みを持つ若者やご家族の方のご相談
をお受けします。専門の相談員がお電話をお待ちしています。
【若者自立相談室】０１２０−３４０−６０５
【受付時間】月〜金（祝日は除く）
９：００〜１２：００、１３：００〜１７：３０

セアカゴケグモにご注意ください

オーシャンスイムレースのご案内

募

集

海上保安大学校 学生募集

御宿活性化委員会では、以下のとおりオーシャンスイム（遠泳） 海上保安庁では、平成２０年度の海上保安大学校の学生を
レースを開催致します。多くの皆さまの参加をお待ちしております。 以下のとおり募集します。
【日程】９月１４日（日） （８：３０受付開始）
【
受験資格】
昭和６３年４月２日以降に生まれた者で次に掲げるもの
【場所】中央海岸
（１）高等学校を卒業した者及び平成２１年３月までに高等学校
【種目・参加費】
を卒業する見込みの者
800m×3リレー 50mビーチチャ
競技種目 3kmコース
1.5kmコース
コース
レンジコース
（２）中等教育学校を卒業した者及び平成２１年３月までに
5,000円／名 4,500円／名 10,000円／チーム
500円／名
参加費
中等教育学校を卒業する見込みの者
（３）高等専門学校の第３学年の課程を修了した者及び平成２１年
【申込期間】９月１日（月）まで
３月までに高等専門学校の第３学年の課程を修了する
【申込方法】○インターネット（スポーツエントリー）での申し込み
見込みの者
http://www.sportsentry.ne.jp
（４）高等学校卒業程度認定試験（廃止前の大学入学資格検定
○電話での申し込み
０５７０−０３７−８４６ 平日１０：００〜１７：３０
を含む）に合格した者等人事院が（
１）
（
２）に掲げる者と同等
土曜日１２：００〜１７：００
の資格があると認める者
【問い合わせ】
【受付期間】
おんじゅくオーシャンスイム事務局 TEL０３−６８２６−５９５７
（１）郵送又は持参
町商工会 TEL６８−２８１８ （http://www.onjuku.or.jp/）
８月２８日（木）〜９月９日（火） 当日消印有効
（２）インターネット
８月２８日（木）９：００ 〜 ９月３日（水）１７：００
人事院インターネット申込専用アドレス
独立行政法人平和祈念事業特別基金では、「恩給欠格者」、
（http://www.jinji-shiken.jp/moushikomi-s38.html）
「戦後強制抑留者」、「引揚者」のご本人に特別慰労品を贈呈
【採用予定数】約４５名
しています。詳しくは以下までお問い合わせください。
※ご遺族の方は対象になりません。
※その他詳細は勝浦海上保安署に問い合わせください。
※引揚者は、終戦の日まで引き続き外地で１年以上生活し、 【応募先・問い合わせ】
〒２９９−５２３３ 勝浦市浜勝浦４９９
戦後引き揚げてきた家族全員が対象です。
勝浦海上保安署 TEL７３−３９９９
【請求期限】平成２１年３月３１日
（請求書は、役場３階税務住民課の窓口においてあります）
お知らせ
【問い合わせ】独立行政法人平和祈念事業特別基金
TEL０１２０−２３４−９３３
［
月〜金（
祝日は除く） ９：
１５〜１７：
１５］

「特別慰労品」の請求について

ゴケグモ類は、熱帯から亜熱帯を中心に分布するクモで、毒を
持っています。国内には生息していないクモですが、平成７年に
初めて関西地方でセアカゴケグモが発見されてからは、関東地方
などでも他のゴケグモ類が発見されています。
現在では、関西地方におけるセアカゴケグモの定着が確認
されており、平成２０年６月には、中部地方でも発見されました。
今までのところ千葉県では発見されていませんが、車やコンテナ
千葉労災職業病対策連絡会では、以下の日程で労災職業病
などの荷に付着して運ばれる可能性が高いことから、屋外での なんでも相談会を開催します。
活動（作業）の際にはご注意ください。
【日程】①８月３０日（土） １３：００〜１６：００
なお詳しくは、千葉県健康福祉部衛生指導課ホームページを
船橋市勤労市民センター第４会議室
ご覧ください。
②９月２７日（土） １３：００〜１６：００
（http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c̲eisi/date/seikatu̲eisei/gaityu/seaka.html）
千葉市中央コミュニティセンター６１講習室
【問い合わせ】
【
対応者】
弁護士、
社会保険労務士、ソーシャルワーカー 他
夷隅健康福祉センター健康生活支援課 TEL７３−０１４５
【費用】無料（予約不要・当日受付）
千葉県健康福祉部衛生指導課 TEL０４３−２２３−２６３６
【問い合わせ】千葉中央法律事務所 TEL０４３−２２５−４５６７

労災職業病なんでも相談会について

平成２０年度前期
ビジネスキャリア検定試験

ビジネス・パーソンを対象とした「公的資格試験」です。人事・
経理・営業・財務・生産管理など、企業実務に即した専門的
知識・能力を客観的に評価します。
【試験日】１０月５日（日）
【受付期間】８月２５日（月）まで
【受験資格】特になし
【受験料】１級 ７，８５０円 ２級 ５，２５０円 ３級 ４，２００円
【問い合わせ】千葉県職業能力開発協会 訓練振興課
TEL０４３−２９６−１１５０

