「巡回型元気いきいき教室」
「御宿町ほのぼの健康教室」を開催します

おんじゅく
お知らせ版

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介護予防普及啓発事業を行ってい
発行日 平成２６年１２月２５日 ＮＯ．６６３
ます。皆さんのご参加をお待ちしています。
編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ６８－２５１２
●巡回型元気いきいき教室
http://www.town.onjuku.chiba.jp/
【日時・場所】１月１３日（火）１０：００～１２：００
Twitter @KohoOnjuku
御宿台区 御宿台集会所
★Twitter アラートの配信を行っています★
１月２０日（火）１３：００～１５：００
浜区
浜青年館
砂丘橋周辺の交通規制を行います
【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者の方
月の沙漠記念館前砂丘橋周辺における歩道のバリアフリー
【定員】３０名（申込先着順）
整備工事に伴い、交通規制を行います。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
【持ち物】タオル、飲料水（水分補給）、筆記用具
【期間】１月５日（月）～１月３０日（金）
動きやすい服装でお越しください。
【場所】砂丘橋：通行止め
【内容】認知症の講話、レクリエーション、ストレッチ、
月の沙漠記念館前道路（町道１１６５号）：
転倒予防体操、歌 等
一部片側通行止め
●御宿町ほのぼの健康教室
【日時・場所】１月１９日（月）実谷区
実谷区民館
１月２６日（月）六軒町区 六軒町青年館
１月２９日（木）岩和田区 岩和田青年館
１月３０日（金）久保区
久保区民館
※いずれも１１：００～１３：００
【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者の方（家族同伴可）
【定員】２０名（申込先着順）
※お弁当の注文がありますので、参加日の１０日前ま
でにお申し込みください。
【参加費】６００円
【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】健康チェック、減塩・野菜と果物のお話、
高血圧・糖尿病のお話、お口の体操、
レクリエーション 等
【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 TEL ６８-６７１６

１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】○かんたんエアロビクス ９日（金）、２３日（金）
○ステップエアロビクス １６日（金）、３０日（金）
各教室とも１４：００から１時間程度
※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

農家・住民の皆さんへ

農業用ビニールの収集受付を行います
環境にやさしい農業の推進を図るため、使用済み農業用ビニ
ールの収集受付をします。使用済みのビニールをリサイクルしま
しょう。
【日時】１月２７日（火） ９：００～１１：００
【場所】 ＪＡいすみ御宿支所
【持込種類】農業用塩化ビニール、ポリエチレン、肥料・培土袋
【処理費用】１㎏当たり１１.３円(計量後、現金支払となります。）
【荷造りの規格等】
・塩化ビニール、ポリエチレンを分別して梱包してください。
・排出するビニールは、同じ素材で結束してください。また、１梱
包は１５㎏程度で長さ８０㎝程度に束ねてください。
・石、ゴミ、土等を取り除き極力水分を付着させないようにしてくだ
さい。
【注意事項】
・持込み時に放射線量が 0.23μＳｖ／ｈを超えた場合は受け入れ
できません。
・規格以外のものや異物（別素材）が混入しているものについて
も受け入れができません。
・イラストを参考に各自で整えてから持込をお願いします。また、
状態によってはその場で束ね直しをお願いすることがあります。
対象品目

塩化ビニールフィルム

規

つづら折り

格

（重さ１５kg
程度まで）

１月の「心配ごと相談所」開設日

50cm

40cm

20cm

結

束

ハウスから取り外した被覆素材と同種類のものを紐
にする

そ の 他

登録番号記載

対象品目

ポリエチレンフィルム、農酢ビ、農ＰＯ（軟質系）

規

同上または杭を利用したグルグル巻き

格

（重さ１５kg
程度まで）

【問い合わせ】産業観光課 商工観光班 TEL ６８－２５１３

１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
一般相談・行政相談・
１月７日（水） 町地域福祉センター
障害者相談
１月２２日（木） 町地域福祉センター 一般相談・人権相談
相談時間は９：００～１２：００です。
【問い合わせ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５

80cm

80cm

結

束

そ の 他

50cm

同上またはマイカー線
登録番号記載不要

【問い合わせ】
町廃プラスチック対策協議会事務局（役場産業観光課内）
TEL ６８－２５１３
ＪＡいすみ大原御宿地区購買店舗 TEL ６６－１７１２
ＪＡいすみ御宿支所 TEL ６８－２４２４

iPad 体験教室を開催します

～iPad 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。
インターネット初心者の方、タブレットをお持ちでない方もこ
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】１月２７日（火） １３：３０～１６：３０ 町公民館
【定員】２０名（申込先着順）
【内容】・iPad の基本操作
・iPad を使ってのインターネット体験
【対象】タブレット（iPad）初心者・未経験者の方
※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

平成２７年度
臨時職員の登録を受け付けます

動物愛護事業を開催します

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各種動
平成２７年度に町臨時職員として働くことを希望される方は、
物愛護事業を開催しています。
事前登録が必要です。年度ごとの登録となりますので、現在登
(1)～(3)については事前に予約が必要です。千葉県動物愛
録がある方も再度登録が必要になります。
※登録された方すべてが採用されるものではありません。
護センターまでお電話ください。
※登録された方の中から書類選考を実施する場合もあります。
(1)犬のしつけ方教室
【登録条件】６５歳未満（定年の年齢は６５歳）であること。
・基礎講座：受講料無料
希望する職種に必要な資格を有していること。
【日時】１月１０日（土）、２月７日（土）、３月８日（日）
健康状態が良好であること。
受付１２：３０～１３：００、講座１３：００～１４：３０
【登録方法】「平成２７年度臨時職員登録申込書」を役場総務課
【募集人員】先着３０組（飼い犬は同伴できません）
行政班（４階③窓口）に提出してください。（郵送可）
・実技講座：受講料３，０００円
申込書は総務課窓口で受け取れるほか、町ホーム
※実技講座は(公財)千葉県動物保護管理協会が開催。
ページからもダウンロードできます。（平成２７年度
【日時】１月１０日（土）、２月７日（土）、３月８日（日）
様式は１月５日（月）以降にダウンロードできます。）
受付１３：３０～１４：００、講座１４：００～１６：００
【受付開始】１月５日（月）
【募集人員】先着３０組
【申込・問い合わせ】〒２９９－５１９２ 御宿町須賀１５２２
(2)パピークラス
総務課 行政班 ＴＥＬ６８－２５１１
職員から子犬の飼い方しつけ方を学び模範的飼い主を
（受付時間 ８：３０～１７：１５
目指します。参加費は無料です。
土・日・祝日を除く。）
【日時】１月２４日（土）、２月２８日（土）、３月２８日（土）
時間応相談
自衛隊 平成２７年度一般幹部候補生・予備自衛官補を募集します
(3)飼い主さがしの会
防衛省自衛隊では自衛官を募集しています。詳しくは自衛隊茂原地域事務所までお問い合わせください。
犬猫が欲しい方、犬猫をあげたい方との出会いの場で
募集種目
応募資格
受付期間
試験期日（期間）
合格発表等
入(着校)隊
待遇・その他
す。費用は無料です。
１次試験：５月１６日（土）・１７日（日）
【日程】１月１０日（土）、２月７日（土）、３月８日（日）
筆記試験
６月５日（金）
※飛行要員希望者は操縦適正検査が 本人宛に通知
犬猫が欲しい方
受付９：００～９：３０
あります。
開催時間９：３０～１０：００
一
一般要員
一般要員希望者：
初任給：２１４，９００円
犬猫をあげたい方
受付９：３０～１０：００
般 （陸上・海上・ ２２歳以上２６歳未満の方。
陸上、海上
修士課程修了者：
幹 航空自衛官） 大学院卒（修士課程修了） ３月１日（日）～
８月７日（金） 平成２８年３月
２３２，０００円
開催時間１０：００～１１：００
２次試験：６月１６日（火）～１９日（金）
部
者は２８歳未満。
５月１日（金）
航空 ９月４日（金） 下旬から４月 大学院卒者等：
のうち指定する日
(4)一般譲渡会
候
（詳細はお問い合わせくださ ※締切日必着
飛行要員希望者：
上旬
２３５，８００円
補
い。）
海上 ７月６日（月）
（平成２６年４月１日
センターの成犬・成猫を譲渡します。費用は無料です。受
生
航空 ７月１０日（金）
現在）
付時間に直接お越しください。
３次試験：飛行要員希望者２次試験合格
飛行要員
【日時】１月２２日（木）、２月２６日（木）、３月２６日（木）
者のみ
海上 ８月７日（金）
（海上・航空
海上 ７月１３日（月）～７月１７日（金） 航空 ９月４日（金）
受付１３：００～１３：３０
自衛官）
航空 ７月１８日（土）～８月６日（木）
開催時間１３：３０～１５：００
予
一般公募 １８歳以上３４歳未満
採用候補者名 身分：非常勤特別職
【開催場所・予約申込・問い合わせ】
備
簿に記載され
国家公務員
１８歳以上で別に示す国家 １月８日（木）～ １回：４月１０日（金）～１４日（火）の
自
千葉県動物愛護センター（受付時間 ８：３０～１７：１５）
３月２４日（火）
１回：５月１５日（金） た上位者から 訓練手当：８，１００円
資格等有する方。
衛
うち、指定する日１日
技能公募
千葉県富里市御料７０９－１ ＴＥＬ０４７６－９３－５７１１
順次採用予定 (招集訓練参加日数
（詳細はお問い合わせくださ ※締切日必着
官
補

い。）

※応募資格年齢は平成２８年４月１日現在（予備自衛官補は平成２７年７月１日現在）
【問い合わせ】自衛隊茂原地域事務所（茂原市町保３－２１７ シティビル２階）
ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２

者となります。 分)

