
水稲病害虫防除を行います 
水稲病害虫防除を次のとおり行いますので、ご協力をお願

いします。 

【実施日】７月１７日（水） ５：００～１４：００（予定） 

※天候不良の場合は翌日順延 

（防災無線でお知らせします。） 

【注意】実施中はラジコンヘリ等へ近づかないでください。 

散布後の水田には１日程度は入らないでください。 

その他については、水稲病害虫一斉防除のチラシを

参照ください。 

※害虫駆除の効果を上げるため、お持ちの水田周辺の除草

にご協力ください。また、水田以外の土地についても、草刈

り等の管理にご協力ください。 

【問合せ】御宿町航空防除事業協議会（産業観光課内） 

ＴＥＬ ６８－２５１３ 

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール開設のお知らせ 
【開設期間】７月１３日(土)～８月３１日(土) 

【開設時間】９：００～１２：００、１３：００～１７：００ 

※昼休み（１２：００～１３：００）は閉鎖します。 

【その他】小学生以下は保護者の付き添いが必要です。 

      ※事業により入場制限をすることがあります。 

ご利用の際は、電話で確認してください。 

【問合せ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ ６８－４１４３ 

おおんんじじゅゅくく  
おお知知ららせせ版版  

発行日 令和元年７月１０日  Ｎｏ．７７２ 

 

子宮がん検診を実施します 

【対象者】２０歳以上の女性 

（平成１１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通知文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】 

次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 

また、子宮を摘出された方は、かかりつけ医など病院での受

診をお願いします。 

※検診時に採取した細胞で検査ができなかった場合、再度受

診をお願いすることがあります。 

【日程】※予約は必要ありません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・送りの車は、ご利用の方の状況により随時運行します。 

・対象地区は目安ですので、ご都合によりいずれの日でも受診

できます。 

・過去３年以内に受診された方及び事前にお申し込みをされた

方に、「受診票」をお送りしています。 

・受診票が届かない方で検診を希望される場合は、保健福祉課

保健事業班までお申し込みください。 

【申込・問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８-６７１７ 

編集 御宿町企画財政課 ＴＥＬ ０４７０－６８－２５１２ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/ Twitter @KohoOnjuku 

後期高齢者医療保険料の納期について 
第１期 第２期

７月３１日(水） ９月２日（月）

後期高齢者医療保険料
(普通徴収)  

※期限を守り、納め忘れのないようにお願いします。 

金融機関での納付が困難な方は、訪問しますのでご相談くだ

さい。 

保険証について 

後期高齢者の被保険者証（保険証）を７月中旬に発送しますの

で、８月１日（木）からは、新しい保険証を使用してください。    

なお、古い保険証は、役場又は公民館に返却してください。 

◎保険証の有効期間は、令和元年８月１日（木）から令和２年７月

３１日（金）です。 

◎保険証の色は、浅葱
あ さ ぎ

色（薄い藍色）になり、形や大きさに変更

はありません。 

【問合せ】保健福祉課 保健事業班 ＴＥＬ ６８－６７１７ 

 
自衛官等を募集します 

防衛省・自衛隊では自衛官等を募集しています。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。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【問合せ】自衛隊 茂原地域事務所（千葉地方協力本部） 〒２９７－００２２ 茂原市町保３－２１７ シティビル２階 

ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２ 

応募資格 受付期間 試験期日（期間） 合格発表等 入隊（入校） 待遇・その他

１次試験：　９月１６日(月) １次合格：１０月４日(金)

２次試験：１０月１５日(火)～２０日(日)
のうち指定される１日

２次合格：
 (海)１１月１１日(月)
 (空)１１月５日(火)

３次試験：
（海）１１月２２日(金)～１２月１８日(水)
のうち指定される１日
（空）１１月１６日(土)～１２月１９日(木)
のうち指定される期間

最終合格：
２０２０年１月２１日(火)

１次試験：９月２０日(金)～２２日(日)
のうち指定される１日

１次合格：１０月４日(金)

２次試験：１０月１１日(金)～１６日(水)
のうち指定される１日

最終合格：１１月８日(金)

１８歳以上３３歳未満
入隊後２年９カ月経過
以降選考により３等
陸・海・空曹に任官

一般曹候補生

受付時にお知らせします。 試験後にお知らせします。
約３カ月の教育終了
後、２等陸・海・空士に
任用

２０２０年
３月下旬～４月上旬

自衛官候補生 １８歳以上３３歳未満

募集種目

航空学生
（パイロット）

（海）高卒(見込含)２３歳未満

（空）高卒(見込含)２１歳未満

９月６日(金)まで

年間を通じて行っています。

入隊後約６年で３等
海・空尉(幹部自衛官)
に任官

期 　 　日

受付時間

対象地区

消防庫前 １２：４５

旧火の見櫓前 １２：４８

旧越川商店前 １２：５２

藤江商店前 １２：５４

１３：２０ １３：００

子どもの遊び場
（矢田団地前児童遊園）

１３：３０
上布施コミュニティ
消防センター前

１３：１０

区民館入口
（旧タバコ店前）

１３：４０ 新久井青年館前 １３：１２

新町 消防庫前 １３：４３ 旧吉野商店前（向側） １３：１６

須賀 多目的広場　出入口前 １３：４６ 浄水場前 １３：１８

七本 集会所 １３：３３

広域消防御宿分署前（向
側）

１３：３８

青年館前(向側) １３：５１ 見晴台旧バス停前 １３：４０

須賀 ニュー日の丸前 １３：５５
西武プロパティーズ
御宿台営業所駐車場

１３：４５

保健センター到着 １４：００ 保健センター到着 １３：５０
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海のホテル前
（旧ホテルニューハワイ前）

１３：５０

１３：１０

消防庫前

８月９日（金） ８月２４日（土）

　　　　①９：３０～１１：００　　②１３：００～１４：３０

須賀・浜・高山田・久保・新町 六軒町・岩和田・実谷・七本・上布施・御宿台

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


犬のしつけ方教室を開催します 
千葉県動物愛護センターでは、犬のしつけ方教室を開催します。 

≪基礎講座≫※飼い犬は同伴できません。 
【日時】８月７日（水） 
    受付 ９：３０～１０：００、受講時間 １０：００～１２：００ 
【受講料】無料 
【募集人数】先着２０名（事前予約制） 
≪実技講座≫※飼い犬と同伴です。 
【日時】７月２８日（日）、８月７日（水） 

受付 １２：３０～１３：００、受講時間 １３：００～１５：００ 
【受講料】３，０００円（消費税別） 
【募集人数】３組以上１０組まで（事前予約制） 
※実技講座は（公財）千葉県動物保護管理協会が開催します。 
【問合せ】（公財）千葉県動物保護管理協会  

ＴＥＬ ０４３－２１４－７８１４ 
≪パピークラス≫※飼い犬（生後６カ月くらいまで）と同伴です。 

職員から子犬の飼い方しつけ方を学び、模範的飼い主を目指
します。 
【日時】７月１７日（水）、８月２１日（水）、９月１８日（水） 

※講習日程は調整可能です。（要相談） 
１０：００～１２：００ 

【受講料】無料 
【場所・問合せ】千葉県動物愛護センター 

千葉県富里市御料７０９－１ 
ＴＥＬ ０４７６－９３－５７１１ 

※実技講座については問い合わせ先が（公財）千葉県動物保
護管理協会になります。 

犬・猫譲渡会及び飼い主さがしの会を 
開催します 

千葉県動物愛護センターでは、犬・猫譲渡会及び飼い主さ
がしの会を開催します。 
≪一般譲渡会≫（直接予約時間にお越しください・無料） 

動物愛護センターの成犬・成猫を譲渡します。 
【日時】７月２８日（日）、８月１７日（土）、９月５日（木）、９月２８日（土） 

受付 ９：００～９：３０、開催時間 ９：３０～１２：００ 
※受付時間に遅れると参加できません。 

≪飼い主さがしの会≫（事前予約制・無料） 
【日時】８月３日（土）、９月７日（土） ９：３０～１１：００ 

(犬猫の欲しい方   受付 ９：００～９：３０) 
(犬猫をあげたい方  受付 ９：３０～１０：００) 
※受付時間に遅れると参加できません。 

≪共通事項≫ 
【場所・問合せ】 
千葉県動物愛護センター 千葉県富里市御料７０９－１ 
ＴＥＬ ０４７６－９３－５７１１ 

令和元年度第２四半期の粗大ごみ 
戸別収集について 

 
 

【申込方法】 
用紙に住所、氏名、電話番号、品目を明記のうえ、FAX・持

参・郵送（ハガキ可）いずれかの方法にて、清掃センター（持参
する場合は役場建設環境課でも可）まで提出してください。 ※
書式は問いません。 
※収集するものは１回の申込みで５点までです。 
【実施の連絡】 

申込締切後、時間を調整し、申込者に電話で連絡します。 
【処理料金(手数料)】 

１ｋｇ当たり９０円。積み込みの際に計量を行い、その場で料
金を頂きます。また、家電４品目(テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、エア
コン、洗濯機、衣類乾燥機)は、郵便局でリサイクル料金を支払
い、リサイクル券を用意した物のみ収集が可能となり、別途に指
定引取場所までの運搬料（１ｋｇ当たり３円）を頂きます。 
【申込書提出先・問合せ】 
清掃センター 〒２９９-５１０２ 御宿町久保１０４１ 
ＴＥＬ・ＦＡＸ ６８-４６１３ 

改良工事に伴う車両交通規制について 
道路改良工事（道路拡幅）に伴い、車両片側交互通行の交

通規制を行います。 
ご迷惑をおかけしますが、皆さまのご協力をお願いします。 
なお、当道路は引き続き、交通規制（二輪の自動車以外の車

両通行止め ７：００～８：００）がありますので注意してください。 
【場所】町道０２０２号線（新町地先） ※位置図参照 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

国道１２８号線(交差部)から７０ｍ間の道路拡幅工事を施工し
ます。 
【期間】９月２０日（金）まで 
【休工日】日曜日・祝日は休工とします。         
【時間】８：３０～１７：３０ 
【問合せ】建設環境課 建設水道班 TEL ６８－６６９４ 

７月２１日（日）は 
参議院議員通常選挙の投票日です 

「さあ行こう その一票が 未来の一歩」 

【投票予定日】令和元年７月２１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。 

【投票方法】 

千葉県選出議員選挙は、候補者の氏名を書いて投票してく 

ださい。 

比例代表選出議員選挙は、政党の名称又は候補者の氏名を

書いて投票してください。 

【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。 

 

選挙公報について 

選挙公報の配布を７月１３日（土）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、公民館、月の沙漠記念館、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  

（郵送をご希望される方は選挙管理委員会へご連絡ください。） 

大切な一票です。棄権せず、必ず投票しましょう。 

【問合せ】御宿町選挙管理委員会 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

「パヴェル ベドゥナーシュ作品展」を 
開催します 

月の沙漠記念館では、チェコ・プラハ出身の芸術家パヴェル 

ベドゥナーシュ氏の心温まるユニークな作品展を開催していま

す。ぜひご観覧ください。 

【期間】９月２３日（月）まで ９：００～１６：３０ 

※休館日：毎週水曜日及び祝日の翌日  

【問合せ】月の沙漠記念館 ＴＥＬ ６８－６３８９ 

実施予定日 ７月２５日（木） ８月２２日（木） ９月２６日（木）

申込締切 ７月１６日（火） ８月１５日（木） ９月１７日（火）

７月２０日（土）まで ８:３０～２０：００ 役場２F　中会議室


