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サン・フランシスコ号漂着４００周年
記念音楽祭の開催について

おんじゅく伊勢えび祭り開催に伴う
交通規制の実施について

サン・フランシスコ号が岩和田の田尻沖で座礁し、私たちの
祖先が献身的な救助活動を行った人類愛溢れる出来事から
４００周年を迎えることを記念し、以下のとおり音楽祭を開催します。
皆さまお誘いあわせのうえ、ご来場ください。
【期日】９月２６日（土） １２：４０〜１５：００
【場所】月の沙漠記念館前広場
【内容】○４００周年記念創作組曲「あの日を忘れない」発表
（御宿・布施小学校６年生、御宿中学校３年生、
御宿コーラス愛好会、御宿童謡を歌う会、
ラビドールコーラスクラブ）
○フラメンコショー （小島章司フラメンコ舞踊団）
○童謡 （御宿児童合唱団）
○マリアッチショー （マリアッチ・アガベ）
※雨天等の場合は、御宿小学校体育館で開催します。
【問い合わせ】企画財政課 TEL６８-２５１２

月の沙漠記念館
臨時休館のお知らせ
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光ファイバーインターネットに関する
アンケートにご協力ください

「おんじゅく伊勢えび祭り〜オープニング〜」開催のため、
以下の区域の交通規制（太線部車両通行止め）を行います。
ご協力をお願いします。
【期間】９月１３日（日） ７：３０〜１６：００
（荒天時９月２０日（日）に延期）

町では、３月に商工会とともに NTT 東日本の光ファイバー
インターネット「フレッツ光」の要望書兼仮申込書の取りまとめを
行いました。現在までの回収状況は約３００件であり、事業の
採算性を考慮すると、NTT 東日本が基盤整備を行うことは難しい
状況です。
こうした中、国の支援制度である地域情報通信基盤整備推進
交付金（Ｉ
ＣＴ交付金）の他、国の経済対策として示された臨時
交付金をあわせて活用することにより、町が少ない負担で基盤
整備を行うことができるようになりました。
そこで、町では総務省へＩ
ＣＴ交付金の申請をし、８月に内示を
受けたところです。今後、本申請をするにあたり、加入見込み数を
算出する必要があることから、アンケートを実施いたします。
アンケート用紙は全世帯に配布いたしますので、ご理解を 【問い合わせ】町観光協会 TEL６８-２４１４
いただき、アンケートにご協力くださいますようお願いいたします。

保険料等の還付詐欺にご注意を

４００周年記念事業 のため、月の沙漠記念館を臨時休館と ※御宿台地区は、平成２０年１月から光ファイバーインターネットの
提供地域となっているため、アンケートは行いません。
します。
保険料等の還付手続きについては、必ず郵便で行ないます。
【問い合わせ】企画財政課 TEL６８−２５１２
【臨時休館日】９月２５日（金）・２６日（土）
個人情報を聞き出したり、金融機関などの ATM の操作を求める
【問い合わせ】月の沙漠記念館 TEL６８−６３８９
ような不振な電話を受けた場合は、すぐに対応せず、最寄りの
警察または保健福祉課まで連絡してください。
県立中央博物館大多喜城分館企画展
【問い合わせ】保健福祉課保健事業班 TEL６８−６７１７
何か悩んでいること、聞いてみたいこと、

「家庭教育相談」開催のお知らせ

日本メキシコ交流の歴史
−ロドリゴ漂流から４００年−

【期間】９月１７日（木）〜１０月２５日（日）
○関連講演会「ガレオン船が運んだ日墨友好の夢」
（講師）たばこと塩の博物館 学芸員 榊玲子 氏
（期日）１０月４日（日）１３：３０〜１５：３０ ※要事前申込
【問い合わせ】県立中央博物館大多喜城分館 TEL８２−３００７

話してみたいことはありませんか？
町では、家庭教育に関する不安や悩みなどについての相談を
受け付けています。相談には町家庭教育指導員がお応えします。
秘密は厳守されますので、ご利用ください。
【年内相談日】９月１８日（金）、１０月２３日（金）、１１月２７日（
金）
、
１２月２５日（金） （各回 ９：
３０〜１２：００）
【場所】町公民館
【問い合わせ】町公民館 TEL６８−２９４７

平成２１年秋の全国交通安全運動
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。
【期間】９月２１日（月）〜９月３０日（水）
【スローガン】知らせよう ここにいるよと 反射材
【問い合わせ】総務課 TEL６８−２５１１
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「腎臓病を考える会」の開催について

法の日４団体合同無料相談会

危険物取扱者試験の実施について

特定非営利活動法人千葉県腎臓病協議会では、以下のとおり
「腎臓病を考える会」を開催します。
【期日】１０月２５日(日) １３：００〜１６：００
【場所】京葉銀行文化プラザ（旧ぱるるプラザ千葉）
【内容】
○講演会
①「
慢性腎臓病（
CKD） の食事療法」
（講師）独立行政法人国立病院機構千葉東病院
血液浄化センター長 大林弘明 先生
②「
透析患者のシャント管理について（
長期透析による合併症）
」
（講師）千葉社会保険病院 透析部長 室谷典義 先生
③「慢性腎臓病（CKD）に対する腎臓移植」
（講師）独立行政法人国立病院機構千葉東病院
臨床研究センター長 剣持敬 先生
○医療相談会・患者の体験談 ※参加費無料 先着１８０名
【問い合わせ】
特定非営利活動法人千葉県腎臓病協議会
TEL０４３−２５６−４６６１

地域士業４団体では、１０月１日の法の日にあわせて、地域の
税 理 士 会 、行 政 書 士 会 、司 法 書 士 会 、土 地 家 屋 調 査 士 会
合同の相談会を以下のとおり開催します。
【期日】１０月１日（木） １０：００〜１６：００
【場所】○茂原市役所市民室
○いすみ市役所岬支所
○おおたきショッピングプラザオリブ
【相談内容】境界・測量・地目変更・建物登記に関する諸問題
登記・相続・会社設立・少額訴訟に関する諸問題
税金・会社決算等に関する諸問題
農地転用・各種許認可申請に関する諸問題
【問い合わせ】
土地家屋調査士会一宮支部長（
伊藤） TEL０４７０−８７−８４２０
司法書士会茂原支部事務局（田上） TEL０４７５−２３−４０９５
税理士会茂原支部事務局（古市） TEL０４７５−２６−７３７２
行政書士会長夷支部長（安達） TEL０４７０−８２−３５５２

【試験種類】甲種、乙種全類（第１類から第６類）、丙種
【試験期日】１１月２９日（日） １０：００から
【試験会場】国際武道大学
【
受付期間】
１０月６日（
火）
〜１０月１５日（
木） ９：
００〜１７：
００
（土・日・祝日を除く）
【受付場所】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部
（大多喜町船子７３−２）
※受験願書等の必要な書類は消防本部、勝浦消防署、大原
消防署及び御宿・大多喜・夷隅・岬の各分署に用意して
あります。
【問い合わせ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部
TEL８０−０１３２

犬猫の不妊・去勢手術費用の一部を
助成します
捨て犬、捨て猫など不幸な動物をなくすために、（社）千葉県
獣医師会及び（財）千葉県動物保護管理協会では、犬猫の
不妊・去勢手術普及助成支援事業を以下のとおり実施します。
【対象動物】
（飼い犬）今年度の狂犬病予防注射が済んでいて、登録が
されている手術可能なオス・メス
（飼い猫）手術可能なオス・メス
【助成金額】５，０００円（抽選により決定。１世帯あたり１頭。）
【応募期間】９月２０日（日）〜９月２６日（土）
【手術実施期間】利用券を受領してから１２月２６日（土）まで
【応募方法】役場３階建設環境課の窓口に設置してある往復
はがきにて応募ください。
※手術は、千葉県獣医師会会員の動物病院での実施となります。
【問い合わせ】
（社）千葉県獣医師会 TEL０４３−２３２−６９８０
（財）千葉県動物保護管理協会 TEL０４３−２１４−７８１４

平成２１年度後期技能検定

【等級】特級（該当職種）、１・２・３級（一部職種）及び単一等級
【職種】５８職種５７作業
機械保全、建築大工、枠組壁建築、配管、和裁、パン製造、
国際武道大学では、以下のとおり公開講座を開講します。 菓子製造、石材施工、金型製作、工場板金、めっき、ロープ
是非、ご参加ください。
加工、機械検査、電気機器組立て、半導体製品製造、自動
○カルチャーセミナー
販売機調整、鉄道車両製造・整備、空気圧装置組立て、油圧
【講座名】宮本武蔵と「道」の思想 （その他３講座開講予定）
装置調整、縫製機械整備、農業機械整備、冷凍空気調和機器
【期 日】１０月３日（土） １３：３０〜１５：００
施工、婦人子供服製造、プラスチック成形、強化プラスチック
【参加費】他３講座とあわせて１，０００円
成形、かわらぶき、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、
○パソコン教室（受講条件あり）
防水施工、カーテンウォール施工、ガラス施工、テクニカルイラ
【講座名】写真編集とオリジナル写真集作成
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、
【期 日】１０月７日（水）・８日（木） １８：００〜１９：３０
塗装、鍛造、電子回路接続、エーエルシーパネル施工、樹脂
１０月１４日（水）・１５日（木） １８：００〜１９：３０
接着剤注入施工、バルコニー施工、特級（該当全職種）
【参加費】１，０００円
【受検資格】原則として各職種とも所定の実務経験が必要
○ニュースポーツ体験教室（小学生以上対象）
【受検手数料】実技 １１，５００円〜１５，７００円
【講座名】ニュースポーツ体験教室
学科 ３，１００円
【期 日】１０月１７日（土） １３：３０〜１５：００
【受付期間】９月２８日（月）〜１０月９日（金）
１１月７日（土） ９：３０〜１１：３０
【参加費】１，０００円
【試験期日】１１月３０日（月）〜平成２２年２月２１日（日）の間の
○体験武道教室（小学生以上対象）
指定する日
【講座名】初めての合気道 （その他２講座開講予定）
【合格発表】平成２２年３月１６日（火）
【期 日】１０月１０日（土） １３：００〜１５：００
【申し込み・問い合わせ】
【参加費】他２講座とあわせて１，０００円
千葉県職業能力開発協会 TEL０４３−２９６−１１５０
※詳しくは、国際武道大学まで問い合わせください。
【申し込み･問い合わせ】国際武道大学 TEL７３−４１１１

国際武道大学公開講座のお知らせ

