公民館文化体験プログラム
かっぽれ（江戸芸教室）
町公民館では、自分の才能や趣味を再発見してもらうため様々な
プログラムを企画しています。今回は江戸芸教室 かっぽれ です。
かっぽれとは、江戸時代、大阪の住吉大社で五穀豊穣を願っ
た「住吉踊り」に始まったと言われるものです。楽しく踊って心も
体もリフレッシュしませんか。
【日時】８月３１日（水） １４：００〜１６：００
【会場】町公民館和室
【定員】先着１５名
【
持ち物】
たすき（腰ひもでも可）、タオル、飲み物
【服装】動きやすい服装、くつ下（たびでも可）
【
参加費】
無料
【申込・問い合わせ】町公民館 TEL６８−２９４７
※申込の際に、氏名、住所、年齢、電話番号をお伝えください。

親と子の料理教室開催

おんじゅく

夷隅環境衛生組合職員の募集

夷隅環境衛生組合では、以下のとおり平成２４年度職員を募
集します。
お知らせ版
【募集職種】一般行政職初級 １名
発行日 平成２３年７月２５日 ＮＯ．５８１
【業務内容】し尿処理施設の運転管理業務
編集 御宿町企画財政課 ℡６８−２５１２
【受験資格】昭 和 ５１年 ４月 ２日 から平 成 ６年 ４月 １日 までに
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
生まれた方で、学歴を問わない。
御宿町議会議員一般選挙立候補予定者説明会 【申込書の配布】夷隅環境衛生組合事務棟で配布
（ホームページからもダウンロードできます）
任期満了に伴う御宿町議会議員一般選挙の立候補予定者
・郵送希望者は「試験申込書請求」と朱書きした封筒に、１２０円
説明会を以下のとおり開催します。
切手を張った A４サイズの返信用封筒（郵便番号・住所・氏名
【日時】８月１９日（金） １４：００
を明記）を同封し送付してください。
【会場】町役場２階大会議室
【受付期間】
なお、町議会議員の被選挙権（議員に就くこ
・持参の場合：
８月１日（月）から８月１２日（金）の土・
日曜日を除く
とのできる権利）を有するには、次の要件をす
せんきょ君
８：３０から１７：１５まで
べて満たすことが必要です。
・郵送の場合：「受験申込」と朱書きした封筒に、８０円切手を貼
①日本国民であること
った定型の返信用封筒（郵便番号・住所・氏名を
②選挙期日に満２５歳以上であること
明記）を同封し送付してください。
③御宿町議会議員の選挙権を持っていること
※８月１２日消印有効
【問い合わせ】町選挙管理委員会 ＴＥＬ６８-２５１１
【一次試験日時】９月１８日（日） １０：００ （受付は９：００）
【問い合わせ】〒２９８−０１１１ 千葉県いすみ市万木５番地
赤水にご注意ください
夷隅環境衛生組合（庶務係）
例年花火大会やお盆の時期になると、急激な水道使用量の
TEL ０４７０−８６−２１５５
増加に伴い赤水の発生が懸念されます。
町では赤水発生を回避するため水道本管の洗浄を行ってい
心配ごと相談所の開設
ますが、赤水が発生した場合は、しばらく水を流して対応してく
８月の心配ごと相談は以下のとおりです。
ださい。ご協力をお願いします。
お気軽にご利用ください。
【問い合わせ】建設環境課建設水道班 ＴＥＬ６８−６６９３

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。
【日時】８月２１日（日） ９：００〜１３：００
【会場】町公民館
【内容】講話・調理実習
レシピ：鮭入りカレーコロッケ、ミネストローネ、クリームチーズ白玉
【対象】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、内履き
全席シートベルトの着用を！
【申込締切】８月１０日（水）
千葉県警察では、シートベルトの県下一斉調査を６月３０日に
【申込・問い合わせ】町食生活改善会（保健福祉課内）
実施し、いすみ警察署管内の御宿町といすみ市のシートベルト
ＴＥＬ６８−６７１７
着用率は県下平均を下回る結果となりました。
シートベルトは命を守るベルトです。車にのる時は全席での着
慰霊友好親善事業の参加者募集
（財）日本遺族会では「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」 用をお願いします。
シートベルト着用率調査結果
の参加者を募集しています。
運転席 助手席 後部座席
先の大戦における戦没者の遺児を対象とし、戦没者の旧戦域
御宿町
95.0% 85.1%
33.3%
を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善をは
いすみ市 96.6% 91.8%
35.2%
かることを目的としています。
県下平均 97.8% 93.8%
57.9%
日程等の詳細は、以下までお問い合わせください。
【問い合わせ】
いすみ警察署交通課 ＴＥＬ６２−０１１０
【問い合わせ】〒１０２-００７４ 東京都千代田区九段南１-６-５
（財）日本遺族会 ＴＥＬ０３-３２６１-５５２１

開催日

場所

相談内容
一般相談・行政相談
８月２日（火） 地域福祉センター
障害者相談
８月２２日（月） 地域福祉センター 一般相談・人権相談

※相談時間は９：００〜１２：００
【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８−６７２５

８月のＢ＆Ｇ健康運動教室
町Ｂ&Ｇ海洋センターでは、以下のとおり健康運動教室を実施
しています。どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。
【日時】５日・１２日・１９日・２６日 ・アクアビクス
各金曜日１４：００からプールで行います。
※保険については各自加入をお願いします。
【問い合わせ】町 B＆G 海洋センター TEL６８−４１４３

秋野菜のやさしい作り方講座開催

千葉県生涯大学校外房学園
作品展示会
外房学園では、学生が習得した工芸や手芸
を生かした作品を一堂に展示し、各科（園芸、
陶芸、生活、福祉）の学習成果を公開する展
示会を以下のとおり開催します。
茶道、書道、切り絵、手芸、スポーツ吹き矢、
グランドゴルフなど、体験企画とプレゼントも用
意しています。入場は無料です ぜひご参加く
ださい。
【日時】８月１９日（金）〜２１日（日）
９：００〜１５：００
※計画停電または節電要請が生じた場合、
一時中断します。
【会場】外房学園茂原校舎
茂原市小轡３１９−１
【問い合わせ】外房学園
ＴＥＬ０４７５-２５-８２２８

外房学園園芸科では、以下のとおり秋野菜
のやさしい作り方講座を開催します。
【日時】８月２８日（日）・９月１１日（日）
１０：００〜１２：００
【会場】外房学園園芸科勝浦校舎
【対象】夷隅郡市内の成人
【内容】ダイコン、ブロッコリー、ハクサイ、
ホウレンソウなどの作り方
【定員】３０名（定員になり次第締切）
【費用】５００円（保険料及び教材費）
【申込方法】
往復はがきに住所・氏名を明記の上、「野菜講
座希望」と記入し園芸科までお送りください。
【問い合わせ】〒２９９−５２２６
勝浦市串浜１８３６−１
外房学園園芸科
ＴＥＬ７３−８２７１

平成２３年度「子宮がん検診」のお知らせ
＊子宮がん検診を以下のとおり実施します。※予約は必要ありません。

【対象者】２0 歳以上の女性（平成３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）
②受診票
③受診費用（1,000 円）
【服 装】スカートを着用してください。
【注意事項】以下の病気で現在治療中の方は受診できません。病院での受診をお願いします。
・カンジダ
・トリコモナス
【日

程】

期

日

受付時間

※応募資格年齢は、平成２４年４月１日現在
詳しくは自衛隊茂原地域事務所までお問い合わせ下さい。
【問い合わせ】自衛隊 茂原地域事務所（千葉地方協力本部）
茂原市町保３―２１７ シティビル２階 TEL ０４７５-２５-０４５２

住宅用火災警報器の戸別訪問調査の実施
住宅火災警報器の設置が義務化されました。つきましては、町及び消防団では以下のとおり普
及啓発活動及び設置状況調査を実施しますのでご協力をお願いします。
【戸別訪問期間】８月１日から８月３１日
【訪問区域】高山田、久保、新町、六軒町、岩和田、実谷、上布施
【訪問者】町消防団員（服装は御宿町消防団消防服、身分証）
【調査内容】住宅火災警報器の設置について（聞き取り調査）
【問い合わせ】町総務課 消防防災班 ＴＥＬ６８−２５１１

送迎バス
運行予定

六軒町・岩和田・実谷・七本・上布施・御宿台

高山田 西琳寺前
高山田消防庫前

13：20

保健センター到着

13：30

久保区民館入口（タバコ店前）
新町消防庫前

13：40

＊

13：20
13：25
13：30

上布施コミュニティ消防センター前

御宿郵便局前（多目的広場側）
浜 ホテルニューハワイ前
13：45
浜青年館前（向側）
須賀 ニュー日の丸前
保健センター到着

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

13：50

第二便

１８歳以上
２７歳未満
平成２４年３月高等学校
男子
７月１日（金）から
受付時ににお知らせします。
等卒業予定者
女子 １８歳以上
８月１日（月）から９月９日（金） ９月２７日（火）
男子 ２７歳未満
年間通じて行っています。
受付時にお知らせします。

第二便

自衛官
候補生

８月１日（月）
から
９月９日（金）

試験期日
１次試験：９月２３日（金）
２次試験：１０月１５日（土）から
１０月２０日（木）の内指定する１日
３次試験：１１月１２日（土）から
１２月１５日（木）の内指定する日
１次試験：９月１７日（土）
２次試験：１０月６日（木）〜１３日（木）

〜 15：０0

第一便

一般曹候補生

高卒（見込含）
２１歳未満

受付期間

須賀・浜・高山田・久保・新町
第一便

航空学生
（パイロット）

応募資格

8 月３０日（火）
13：０0

対象地区

自衛官募集
募集種目

8 月２３日（火）

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

13：40

13：45

広域消防御宿分署前（向側）
西武プロパティーズ御宿台営業
所駐車場

13：50

保健センター到着

13：55

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。＊

☆ 対象地区は目安ですので、都合によりど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、以下までお申込みください。

【申込・問い合わせ】保健福祉課 保健事業班

ＴＥＬ68-6717

