お詫びと訂正
１０月１０日発行のお知らせ版において『おんじゅく鶴亀学校、
かつうら鶴亀学校 参加募集』を掲載したところですが、日時を
以下のとおり訂正し、お詫びします。
○第１回 かつうら鶴亀学校
【日時】（誤）１０月１３日（水）１２時から →

（正）１１月１３日（水）１２時から受付
○第２回 おんじゅく鶴亀学校
【日時】（誤）１０月１８日（月）１２時から

→

（正）１１月１８日（月）１２時から受付

公民館文化体験プログラム
ひものづくり教室の開催
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、地元産の魚を使っ
た自分オリジナルのひものづくり教室を以下のとおり実施します
ので、ご参加ください。
【日時】１１月３０日(土)９：５０～１２：００
【費用】参加者 1 名につき３００円
【持ち物】エプロン、三角巾、包丁、ビニール袋（ひものの持ち帰
り用）
【申込方法】１１月２６日（火）までに電話にて氏名、住所、年齢、
電話番号を町公民館までお知らせください。
【申込・問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ６８－２９４７

「御宿・スペイン友好公演」
開催について
スペイン大使館との共催により、以下のとおりコンサートを開催
します。皆さんお誘い合わせのうえご来場ください。
【日時】１１月１７日（日）開場１３：３０、開演１４：００
【会場】町公民館大ホール※２００席
【内容】第３１回スペインギター音楽コンクール優勝者
飯野なみさんによるギター演奏
【費用】無料
【問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ６８－２９４７

１１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】各教室とも１４：００から１時間程度
○かんたんエアロビクス ８日（金）・２２日（金）
○ステップエアロビクス １日（金）・１５日（金）・２９日（金）
※保険の加入は任意です。各自で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
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「御宿町子ども・子育て会議」
委員を公募します

狩猟の解禁について
１１月１５日から２月１５日まで狩猟が解禁されます。狩猟者
はマナーを守り、安全な狩猟に努めましょう。野外で活動する
場合は目立つ服装の着用や、ラジオの携帯等事故防止の対
策を行いましょう。
【問い合わせ】千葉県県庁自然保護課
ＴＥＬ０４３－２２３－２９７２

介護保険運営協議会委員を公募します
町では「御宿町介護保険運営協議会設置要綱」に基づき、
介護保険事業等の適正かつ円滑な運営のため、御宿町介護
保険運営協議会を設置しています。委員の任期満了に伴い、
次期御宿町介護保険運営協議会委員(被保険者代表）を以下
のとおり公募します。
【応募条件】御宿町に住所を有する方
【任期】３年（平成２５年１１月～平成２８年１０月）
【募集人数】若干名 第１号被保険者（６５歳以上）１～２名
第２号被保険者（４０～６４歳）１～２名
【応募方法】応募用紙に住所、氏名、年齢、職業、電話番号を
明記し、応募動機を別紙に記入の上、役場２階保
健福祉課福祉介護班まで提出してください。（郵
送可）
※応募多数の場合は選考にて決定します。
【応募締切】１１月１５日（金）
【主な協議会内容】①町の介護保険事業の状況
②「介護保険事業計画」に関すること
③地域包括支援センターの運営
④地域密着型サービスに関すること 等
【申込・問い合わせ】
〒２９９－５１９２
千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２
御宿町役場保健福祉課福祉介護班 ＴＥＬ６８－６７１６

町では、子ども・子育て支援法に基づき、子どもや子育てをする
家庭の状況や需要に応じた支援を提供するため、平成２６年度に
「御宿町子ども・子育て支援事業計画（仮称）」を策定します。この
計画の策定をはじめ、子ども・子育て支援に関する施策の推進な
どを審議する機関として、「御宿町子ども・子育て会議」を今年度新
たに設置しました。
この会議において、町民の代表として参画する委員を以下のと
おり公募します。詳しくは保健福祉課福祉介護班にお問い合わせ
いただくか、町ホームページをご覧ください。
【応募条件】平成２５年１０月１日現在において、次の要件をすべて
満たしていること。
（１）満２０歳以上の町内在住若しくは在勤の方または町内に本社・
営業所のある事業者の方
（２）本町の他の審議会・懇話会等の委員、職員、町議会議員でな
い方
（３）次のいずれかに該当する方
①事業者（子育て世代の従業員がおり、事業をされている方）
②労働者（就労中または就労の予定があり、子ども・子育てに
関心のある方）
（４）本町の他の公募委員の募集に応募していないこと
（５）会議に出席できること
キ リ ト リ 線
【任期】委嘱の日から２年
【募集人数】２名（事業者代表、労働者代表 各１名）
【応募方法】募集要領をご覧の上、応募用紙・作文「御宿町におけ 御宿町介護保険運営協議会委員（被保険者代表）応募用紙
る子ども・子育てについて」（４００字程度、書式自由）を
氏名
年齢
役場２階保健福祉課福祉介護班まで提出してくださ
い。なお、応募書類は返却しません。ご了承ください。
住所 御宿町
※募集要領・応募用紙・作文用紙は保健福祉課福祉
介護班窓口にて配布しています。また町ホームペ
ージからもダウンロードできます。
職業
電話 （
）
【募集締切】１１月１２日（火）必着（郵送可）
【申込・問い合わせ】
「介護保険制度」について
〒２９９－５１９２
よくわかる
だいたいわかる
ほとんどわからない
千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２
※あてはまるものに丸をつけてください。
御宿町役場保健福祉課福祉介護班 ＴＥＬ６８－６７１６
応募の動機―
※レポート用紙１枚程度に応募した動機を記入して
この応募用紙と一緒に提出してください。

御宿町住宅用省エネルギー設備
設置補助金について

「心配ごと相談所」開設について
１１月の心配ごと相談所は以下のとおりです。

開設日
場所
相談内容
地球温暖化防止対策の一環として、新たに住宅用省エネルギ
一般相談・行政相談
ー設備を設置する方に対する補助金制度が始まります。受付期
１１月１日（金） 地域福祉センター
間は１１月１日から平成２６年２月２８日までの申し込み先着順で
・障害者相談
す。また、予算額に達した時点で締切とします。
１１月２２日（金） 地域福祉センター 一般相談・人権相談
対象の設備・補助金額は以下のとおりです。対象となる設備は
＊相談時間は９：００～１２：００です。
国が実施する補助金制度の対象となるものです。
【問い合わせ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ６８－６７２５
対象設備

町補助金額

※国補助金を控除した後
の上限金額となります。

NPO法人おんじゅくDE元気
「手縫いマスコットづくりクラブ」

水道メーター器の交換について
一定期間を過ぎた水道メーター器は、交換が義務付けられて
います。町では、町管工事組合に委託して、対象となるメータ
ー器の無料交換を行います。交換期間は以下のとおりです。
交換の対象となっている方には別途連絡しますので、ご協力を
お願いします。
【交換期間】１１月１１日（月）から１２月６日（金）
【問い合わせ】建設環境課水道班 TEL６８－６６９３

動物愛護事業の開催について

県動物愛護センターでは「犬のしつけ教室」や新しい飼い主
をさがす機会を提供する場として「飼い主さがしの会」など様々
な動物愛護事業を開催しています。①～③については事前に
ＮＰＯ法人おんじゅくＤＥ元気では、月の沙漠のシンボル、らく 予約が必要です。千葉県動物愛護センターまでお電話くださ
だのマスコットをはじめ、うさぎ、折り鶴、飛び魚等身近な動物を い。
題材に、手縫いマスコット教室を開催しています。テーブルに飾 ①犬のしつけ方教室
詳しい内容については町ホームページに掲載しています。不 ったり、たくさん作ってモビールのようにぶら下げて飾ったりと自 ・基礎講座：受講料無料
由な発想で楽しんでいます。大人気のつるし雛飾りにもチャレン 【日時】１１月１０日（日）受付１２：３０～、講座１３：００～１４：３０
明な点は建設環境課環境整備班にお問い合わせください。
ジします。
【問い合わせ】建設環境課環境整備班 ＴＥＬ６８－６６９４
【募集人員】先着２０組（飼い犬は同伴できません）
みんなでワイワイおしゃべりしながら針仕事！かわいい手縫
・実技講座：受講料３，０００円 ※実技講座は、(公財)千葉県
いマスコットを作りませんか？ぜひご参加ください！
千葉県農林水産就業相談会
動物保護管理協会が開催します
【日時】毎週木曜日
１３：３０～１６：００頃
【日時】１１月１０日（日）受付１３：３０～、講座１４：００～１６：００
県担い手支援課では、将来千葉県内で農林水産業に取り組も
【募集人員】先着２０組
うとする方、農業法人などへの就職を希望する方を対象に相談会 【会場】NPOおんじゅくDE元気事務局（クアライフ御宿１階）
【参加費】無料（※材料、道具等は各自持ち寄り）
を開催します。※事前申し込み不要。入退場自由。
②パピークラス
【主催・問い合わせ】NPO 法人おんじゅく DE 元気
【日時】１１月２３日(土・祝)
１０：００～１５：００
職員から子犬の飼い方しつけ方を学び模範的飼い主を目
き ぼ ー る
TEL６８－６３２０
指します。参加者には優先的に子犬を譲ります。費用は無料
【場所】Ｑｉｂａｌｌ（京成線千葉中央駅から徒歩５分）
です。
【内容】新規就農相談センター、ハローワーク、千葉県畜産協会
【日時】１１月２３日（土）、１２月２１日（土）各日程時間応相談
県立農業大学校入学生募集
などの関係機関が個別にブースを設け、県内での農業・
③飼い主さがしの会
林業・漁業への就業、研修など各種相談に応じます。ま
県立農業大学校の入学生を以下のとおり募集します。即戦
犬猫の欲しい方、あげたい飼い主さんとの出会いの場です。
た、新規就農者の体験談・アドバイスがあります。
力となる農業の担い手や、高度で専門的な知識を備えた農業
費用は無料です。
【問い合わせ】県担い手支援課 TEL０４３－２２３－２９０４
技術者を育成します。
【日程】１１月１０日（日）、１２月８日（日）
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/event/h25/
【学科・受験資格・募集人数】
犬猫が欲しい方 受付９：００～９：３０、
syuunousoudankai.html ○農学科：高校を卒業した方または平成２６年３月に卒業見込
開催時間９：３０～１１：００
みの方 Ａ日程３０名、Ｂ日程１０名
犬猫をあげたい方
受付９：３０～１０：００、
ダンスフェスタ in 勝浦いすみ 開催 ○研究科：農業系短期大学などを卒業した方または平成２６年
開催時間１０：００～１１：００
（社）勝浦いすみ青年会議所では、どんなジャンル、レベルで
３月に卒業見込みの方
Ａ日程１０名、Ｂ日程若干名
④一般譲渡会
もＯＫの誰でも参加できるダンスコンテストを開催します。ダンス愛
センターの成犬・成猫を譲渡します。費用は無料です。受付
好家の皆さん、素敵なダンスを大きな舞台で披露してみません 【履修期間】各２年間
時間に直接お越しください。
【試験日】Ａ日程：平成２６年１月９日（木）
か？参加料、入場料は無料です。
【日時】１１月２１日（木）、１２月１９日（木）
Ｂ日程：平成２６年２月１４日（金）
【日時】１１月２４日（日）１３：００～１７：００
各日程 受付１３：００～１３：３０、
【選考方法】筆記試験、面接
【場所】夷隅文化会館大ホール
開催時間１３：３０～１５：００
【申込】エントリーシートに記入の上、１１月７日（木）までに（社）勝 【出願期間】Ａ日程：１２月６日（金）～２０日（金）
【開催場所・予約申込・問い合わせ】
浦いすみ青年会議所までＦＡＸまたは郵送にて応募くだ
Ｂ日程：平成２６年１月２７日（月）～２月５日（水）
千葉県動物愛護センター（受付時間８：３０～１７：１５）
さい。エントリーシートは役場企画財政課窓口にも設置し 【問い合わせ・願書請求】
千葉県富里市御料７０９－１ ＴＥＬ０４７６－９３－５７１１
てあります。※締切日必着
〒２８３－０００１東金市家之子１０５９
【申込・問い合わせ】
県立農業大学校
〒２９９－５２３３ 勝浦市浜勝浦１２０
TEL０４７５－５２－５１２１
FAX０４７５－５４－０６３０
（社）勝浦いすみ青年会議所 戸坂
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/
TEL０９０－９８３９－０６４５ ＦＡＸ０４７０－７３－２１０９
家庭用燃料電池システム（エネファーム）
定置用リチウムイオン蓄電システム
エネルギー管理システム（HEMS）
電気自動車充給電設備

１００，０００円
１００，０００円
１０，０００円
５０，０００円

