
 

臨時職員を募集します 
 町では、次のとおり臨時職員を募集します。 
●調理員 

[業務内容]岩和田保育所での給食調理等 
[募集人数]１名 
[応募要件]年齢不問（６５歳定年） 
[勤務時間]原則８：００～１６：４５ 

休日 毎週日曜日ほか１日（週休２日） 
●保育士・保育士補助 

[業務内容]御宿保育所での保育業務 
[募集人数]２名 
[応募要件]保育士または保育士補助 

年齢不問（６５歳定年） 
[勤務時間]原則８：３０～１７：１５ 

休日 毎週日曜日ほか１日（週休２日） 
【申込方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、１２月１０

日（水）までに役場総務課（４階③窓口）に提出して
ください。※郵送可 締切日必着 

【面接日】日時・場所については後日連絡します。 
【申込・問い合わせ】〒２９９－５１９２ 

御宿町須賀１５２２ 
御宿町役場 総務課 行政班  
TEL ６８－２５１１ 

 

パソコン・タブレットを使って 
インターネットの世界を体験しよう 
町では、インターネットの体験を目的としたパソコン教室やタ

ブレット教室を NTT東日本との協力により開催しています。 
今回は新たな教材を利用し実施します。パソコンやタブレット

をお持ちでない方もぜひこの機会に体験してください。参加は
無料です。ぜひご参加ください。 
【日時・場所】１２月１８日（木） １３：３０～１６：３０ 町公民館 
【教室】パソコン教室、タブレット教室 (申込先着順 各２０名) 
【内容】・インターネットで簡単！年賀状の作り方 

・テレビでインターネット操作やビデオ体験 など 
※機材の準備の都合により、内容に変更が生じる場合
があります。 

【対象】パソコン・タブレット初心者・未経験者 
※申込多数の場合、ご家庭がインターネット未接続の方
を優先します。 

【申込】町公民館 ＴＥＬ ６８－２９４７ 
    ※申込の際に、住所、氏名、連絡先、年齢、希望する教

室、ご家庭のインターネットの接続の有無についてお
知らせください。 

【内容に関する問い合わせ】企画財政課 TEL ６８－２５１２ 

おおんんじじゅゅくく  
おお知知ららせせ版版  

発行日 平成２６年１１月２５日  ＮＯ．６６１ 

 

「巡回型元気いきいき教室」を開催します 
 町では、介護予防の普及と啓発を目的とし、各区の集会所で運

動やレクリエーションを行う「巡回型元気いきいき教室」を行いま
す。皆さんのご参加をお待ちしています。 
【日時・場所】１２月１０日（水）須賀区 須賀区民館 

１２月１５日（月）岩和田区 岩和田青年館 
１２月１６日（火）実谷区 実谷区民館 
※いずれも１３：３０～１５：３０ 

【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者の方 
【定員】３０名（申込先着順） 
【持ち物】タオル、飲料水（水分補給）、筆記用具 

動きやすい服装でお越しください。 
【内容】認知症の講話、レクリエーション、ストレッチ 

転倒予防体操、歌 等   
【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８-６７１６ 
 

月の沙漠記念館企画展「つるし雛展」 
出展のお願い 

月の沙漠記念館では、企画展「つるし雛展」を平成２７年２月 
１３日（金）から４月２９日（水・祝）まで開催します。 

 多くの方が作成した様々なつるし雛の作品を展示したいと考え
ています。つるし雛の出展ができる方は、月の沙漠記念館または
役場産業観光課までご連絡ください。（作品は返却します。） 
【受付期限】平成２７年１月１３日（火）まで 
【問い合わせ】月の沙漠記念館 TEL ６８－６３８９ 

産業観光課 商工観光班 TEL ６８－２５１３ 
 

サンタクロース訪問事業 
「サンタが家にやってきた！！」 

町青年団体連絡協議会では、クリスマスイブにサンタクロース
に扮したスタッフがご家庭を訪問し、子どもたちに夢を届けるサン
タクロース訪問事業「サンタが家にやってきた！！」を行います。
サンタの訪問を希望する方は、町公民館へお申し込みください。
多数の申し込みをお待ちしています。 
【訪問対象】御宿町に在住し、幼児から小学３年生までのお子さ

んのいる家庭 
【申込期間】１２月９日（火）～１６日（火）１７：００まで 

※月曜日休館日 
【申込方法】町公民館に用意してある申込用紙に記入し、贈り物

と一緒に公民館に提出してください。 ※割れ物・な
ま物・生き物はご遠慮ください。 

【訪問日時】１２月２４日（水）１９：００～２１：００頃 
【問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ６８－２９４７ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ６８－２５１２ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/ 

Twitter  @KohoOnjuku 

★Twitter アラートの配信を行っています★ 
 

要介護（要支援）認定調査員を 
            募集します 

 町では、介護保険の要介護（要支援）認定を申請した方につ
いて、訪問調査を行う要介護（要支援）認定調査員を募集しま
す。 
【業務内容】要介護（要支援）認定申請者の心身状況などの調

査と調査後の書類整理等 
※勤務場所は役場２階 保健福祉課 

【募集人数】２名以内 
【応募要件】年齢不問（６５歳定年）で、以下の(1)～(3)を満たす方 

(1)普通自動車運転免許を有する方 

(2)都道府県が実施する介護認定調査員養成研
修修了者もしくは研修未修了者で次の資格の
いずれかを有する方 
介護支援専門員、保健師、看護師、 
社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー 

(3)パソコン入力作業が可能な方 
【勤務期間】平成２７年３月以降 

（※研修未修了者は研修日前日から） 
【勤務時間】月～金曜日 原則８：３０～１７：１５ 

（勤務時間・勤務日数は応相談） 
【受付期間】１２月１日（月）～１月３０日（金） 
【申込方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、役場総務

課（４階③窓口）に提出してください。 
※郵送可 締切日必着 

【面接日】日時・場所については後日連絡します。 
【申込・問い合わせ】〒２９９－５１９２ 

御宿町須賀１５２２ 
御宿町役場 総務課 行政班  
TEL ６８－２５１１ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/


投票の区分 期間 時間・投票場所

衆議院議員総選挙
１２月３日（水）～
１２月１３日（土）

最高裁判所裁判官
国民審査

１２月７日（日）～
１２月１３日（土）

８：３０～２０：００
役場２階中会議室

 
「参加しよう 大事な一票 自分から」 

１２月１４日（日）は 
衆議院議員総選挙・ 
最高裁判所裁判官国民審査の 

投票予定日です 
【投票予定日】１２月１４日（日） 
【投票時間】７：００～２０：００ 
【投票場所】入場券に記載されている投票場所にて投票するこ

とができます。入場券は１２月２日（火）以降に郵送
でお送りします。 

【投票方法】 
・小選挙区選挙は候補者の氏名を書いて投票してください。 
・比例代表選挙は政党の名称を書いて投票してください。 
・最高裁判所裁判官国民審査は、やめさせたいと思う裁判
官の氏名の上の欄に「×」の記号を書いてください。 

【期日前投票等】 
投票日当日、仕事、レジャー、冠婚葬祭等で投票所に行けな

い場合は、期日前投票または不在者投票ができます。（衆議院
議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査は期日前投票の開
始日が違いますのでご注意ください。） 

【選挙公報の配布】 
選挙公報の配布を１２月１０日（水）頃に新聞折り込みで実施

する予定です。新聞未購読世帯の方は新聞折り込み日以降に
以下の場所で配布を予定していますので、ご利用ください。 

[配布場所]役場２階選挙管理委員会、町公民館、月の沙漠
記念館、Ｂ＆Ｇ海洋センター、御宿岩和田漁協本
所・御宿支所、布施郵便局、㈱西武プロパティー
ズ御宿台営業所、ラビドール御宿 

※郵送を希望する方は、町選挙管理委員会にご連絡ください。 
【問い合わせ】町選挙管理委員会 TEL ６８－２５１１ 
 

平成２６年冬の交通安全運動を実施します 
～なくそうよ ぼくらの町の 飲酒運転を～ 
交通ルールの順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。 

【実施期間】１２月１０日（水）～１２月３１日（水） 

【問い合わせ】総務課 防災総合対策班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

 

政治家の寄附は禁止です 
有権者が寄附を求めてもいけません 

 年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシー
ズンですが、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは
公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄
附や贈り物を求めることも禁止されています。 
 寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。 
総務省 なるほど！選挙「寄附の禁止」 
ＨＰ http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo 

/naruhodo08.html 
【問い合わせ】町選挙管理委員会 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

 
１２月のＢ＆Ｇ健康運動教室 

町Ｂ＆Ｇ海洋センターでは、健康運動教室を実施します。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  ５日（金）、１９日（金） 
○ステップエアロビクス  １２日（金）、２６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 ＴＥＬ ６８－４１４３ 
 

在宅がん緩和ケアフォーラムを 
           開催します 
「がんになっても、住み慣れた地域で安心して過ごせるように」
をテーマに、講演やパネルディスカッションを行います。 
【日時】１月１２日(月・祝)１３：００～１６：３０ 
【場所】千葉市文化センター３階(JR千葉駅から徒歩１０分) 
【内容】講演「家に帰ろう～旅立つ命の奇跡～」 

講師：萬田緑平さん(緩和ケア診療所・いっぽ 医師) 
パネルディスカッション 

【定員】４５０名（申込先着順） 
【申込方法】１２月２０日（土）までに代表者の氏名、住所、参加

人数、職業、連絡先を記入し、ＦＡＸまたはＥメール
でお申し込みください。 
※定員に満たない場合のみ当日会場受付可。 

【申込】在宅がん緩和ケアフォーラム事務局 
（ＮＰＯ法人ピュア内） 
ＦＡＸ ０２０－４６６４－１５３６ 
Ｅメール kanwaforum@gmail.com 

【問い合わせ】地域緩和ケア支援事業担当（県がんセンター内） 
ＴＥＬ ０４３－２６４－５４６５ 
受付時間 火、木、金曜日９：００～１６：００ 

水曜日９:００～１３：００ 
HP http://www.chibazaitaku.jp/ 

 

お飾り作り教室を開催します 
町歴史民俗資料館では、「お飾り作り教室」を開催します。お誘

い合わせのうえ、ぜひご参加ください。 
【日時】１２月２０日（土） ９：００～１２：００ 
【場所】公民館２階大会議室 
【対象者】町内の小学生・一般 
【定員】玉飾り１５名、鳥居飾り５名（申込先着順） 
【参加費】小学生３００円 一般５００円 
【持ち物】はさみ、小刀、紐、持ち帰り用の袋 
【申込方法】１２月１３日（土）までに町歴史民俗資料館へお申し

込みください。 
【申込・問い合わせ】町歴史民俗資料館 ＴＥＬ６８－４３１１ 
 
１２月の「心配ごと相談所」開設日 
１２月の心配ごと相談所は以下のとおりです。 

 相談時間は９：００～１２：００です。 
【問い合わせ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 
 
山武・長生・夷隅地域リハビリテーション
広域支援センター講演会を開催します 
山武・長生・夷隅地域リハビリテーション広域支援センターでは

「リハビリテーション栄養とサルコペニア」をテーマに講演会を行い
ます。入場料は無料で、どなたでも参加できます。ぜひご来場く
ださい。 
【日時】１２月２０日（土） １３：００～１４：３０（１２：３０開場） 
【場所】茂原市民会館 

※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。 
【テーマ】リハビリテーション栄養とサルコペニア  
【講師】横浜市立大学医学部付属病院 

市民総合医療センターリハビリテーション科  
助教 若林 秀隆先生 

【申込方法】電話またはＦＡＸにてお申し込みください。ＦＡＸの場
合は氏名、居住市町村名をご記入ください。空席が
あれば当日受付も可能ですが、極力事前にお申し込
みください。 

【申込・問い合わせ】公立長生病院 
問い合わせ：リハビリテーション科 
申込：総務課 
（受付 月～金曜日 ８：３０～１７：００） 

ＴＥＬ ０４７５－３４－２１２１（代表） 
ＦＡＸ ０４７５－３４－３９４５ 

開設日 場所 相談内容

１２月２日（火） 町地域福祉センター
一般相談・行政相談・
障害者相談

１２月２２日（月） 町地域福祉センター 一般相談・人権相談


