
「心配ごと相談所」開設のお知らせ 
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から１２：００までです。 
 

 

 
 

 

※来所の際は、マスクをご着用ください。 
※相談時間中は電話での相談も受け付けています。 
※来所の前には検温し、発熱等体調不良の場合は来所をご遠

慮ください。 
※新型コロナウイルスの影響で地域福祉センターが休館の場合
は中止となります。 

【問合せ】御宿町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

「御宿町男女共同参画計画（案）」について 
意見公募（パブリックコメント）を実施します 
【公表する計画】御宿町男女共同参画計画 
【意見等の提出期間】１１月１日（月）～１１月３０日（火） 
【意見等を提出できる方】 

（１）町内に住所を有する方 
（２）町内に在する事務所又は、事務所に勤務する方 
（３）町内に在する学校に在学する方 
（４）その他、事業に関し利害関係を有する個人及び法人、その
他団体 

【意見等の提出方法】 
御宿町パブリックコメント提出用紙により、以下のいずれかの方
法で提出してください。 
（１）企画財政課（４階②窓口）に持参・郵送（公民館は持参のみ

提出可） 
（２）電子メール kikaku@town-onjuku.jp 
（３）FAX ６８－３２９３ 
※提出用紙は、企画財政課（４階②窓口）及び公民館に設置し
ています。また、町ホームページからダウンロードできます。 
【結果の公表】 
・公表時期  令和３年１２月上旬頃 
・公表方法  閲覧（役場企画財政課、公民館）、町ホームページ   
※意見を提出された方の個人名等は公表しません。 
【送付先・問合せ】 

〒２９９－５１９２ 千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２ 
御宿町役場 企画財政課 企画係 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 令和３年１１月１０日  ＮＯ．８２８ 

後期高齢者医療保険料の納期について 

 
 
 

※納期限を守り、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。 

【問合せ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７ 

「おんじゅくまちかどつるし雛めぐり」        
つるし雛展示の募集について 

おんじゅくまちかどつるし雛めぐり実行委員会では、令和４年

２月１１日（祝・金）～３月３日（木）に「おんじゅくまちかどつるし

雛めぐり」の開催を予定しております。 

つきましては、店頭等につるし雛を展示してくださる方は、マ

ップ・パンフレット等に展示場所を掲載致しますので、

１１月１９日（金）までに実行委員会（商工会事務局）にお申込みください。  

なお、つるし雛の貸出は行っておりませんので、ご了承ください。 

【募集期限】１１月１９日（金） 

【問合せ】おんじゅくまちかどつるし雛めぐり実行委員会 

（商工会事務局） TEL ６８－２８１８ 

おんじゅく町民応援商品券を配布します 
新型コロナウイルス感染症の拡大が町民生活及び町内事業

者の経営に大きな影響を与えていることから、地域における消

費喚起を図り、地域経済の活性化を図るため、全町民へ「おん

じゅく町民応援商品券」を配布します。 

【対象者】令和３年１０月１日を基準に町の住民基本台帳に記載 

されている方で、同年１１月１２日まで引き続き町内に 

住所を有する方。 

【仕様】町民１人につき応援商品券１冊５，０００円分（５００円券

×１０枚）を配布します。 

【配布方法】交付対象者の属する世帯の世帯主に、各世帯人数

分の応援商品券を簡易書留で発送します。 

（１１月中に発送する予定） 

【利用期限】応援商品券を受領した日から令和４年１月２３日

（日）まで 

【使えるお店】本紙裏面をご覧ください。 

【問合せ】産業観光課 TEL ６８-２５１３ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

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

チーズを作ってみませんか 
御宿町特産品開発の一環として、町内牧場の牛乳を使った

チーズ作り教室を開催します。 

【日時】１１月２４日（水） １２：３０～１７：３０ 

【講師】(株)牛かう Vaca 高秀チーズ工房 大倉典之先生 

【対象者】御宿町在住の方１０名（参加費は無料） 

  ※持参する物 マスク、エプロン 

【会場】レリッシュ東南風（いなさ） ※白鳥丸入口 

御宿町浜２１６３－１２３ 

【申込期間】１１月１５日（月）～１１月２２日（月） ８：３０～１７：００ 

        ※土日を除く  （定員に到達次第締切） 

【申込・問合せ】産業観光課 農林水産班 

TEL ６８－２５１３ 

公民館体験プログラム 
公民館では、住民を対象に様々なプログラムを企画しています。

今回は「ミニクリスマスリース作り体験」を実施します。縫い針を

使い、クリスマスに向けて簡単なリースを作ります。どうぞお気軽

にご参加ください。 

【日時】１２月４日（土） １３：３０～１５：３０位 町公民館和室 

【定員】２０人 （親子参加も可） 

【材料費】５００円 (キルト他) 

【持物】縫い針、糸、ハサミ 

※小学３年生以下の方は、保護者同伴でお願いします。         

【申込方法】 

１１月３０日(火)までに公民館備え付けの申込み用紙にてお申

込みください。 

※定員を超えた場合は、抽選になりますのでご了承ください。 

【問合せ】公民館 TEL ６８－２９４７ 

 

開催日 場　所 相談内容

１２月　２日（木） 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（水） 地域福祉センター 一般相談・人権相談

第５期 第６期

１１月３０日（火） １２月２７日（月）

後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

mailto:kikaku@town-onjuku.jp
http://www.town.onjuku.chiba.jp/


取 扱 店 住　　所 電　　話 取 扱 店 住　　所 電　　話

衣料のイリエ 久保2219-1 ６８－２７５３ 雅流懐石　愚為庵 上布施2194 ６８－５９２７

竹屋ふとん店 久保2155-1 ６８－２５７０ うまいもの屋松よし 須賀476-14 ６８－４３２９

シューズショップスズキ 新町495 ６８－２２３８ 白鳥丸 浜2163 ６８－３０３１

中村金物店 新町317 ６８－３３２１ レストラン　なかむら 久保2225-1 ６８－２１３９

トンダヤ　前田陶器店 新町288 ６８－３２５５ さかなやの定食屋　石 松 新町274 ６８－３１３５

ウチヤマ 新町481　 ６８－２１０８ 居酒屋　葵 浜2163 ６８－６０４８

ワタナベ模型 久保2149 ６８－３２７６ Hula-Hana（フラ⁻ハナ） 浜558 ６２－６１９９

カフェ　はらどけい 御宿台335－8 ６２－６１４０

清月菓子店 六軒町434-2 ６８－３３９２ Kitchen ＨＡＮＤＹ 浜352-1 ６２－５８５３

米本商店 浜399 ６８－２７２０ 中華料理　チャイナ 新町540 ６８－２９２０

太東屋商店 新町459 ６８－２０２７ 　青木家 上布施1399 ６８－２４５７

石井商店 上布施1674 ６８－２６４０ お食事処　今里屋 上布施836-1 ６８－７１２２

Ｙショップ式田 浜333 ６８－３４８３ 中国料理　庄吉 岩和田815 ６８－５５２７

神定漬物店 須賀576 ６８－２５４４ DiningBar&Pub ZERO 新町681-1 ６８－８８８０

スーパーおおたや 新町589 ６８－２０３２ 居酒屋　源 須賀192-1 ６４－６４５８

ゆあぱーく 新町475 ６０－２８２０ よしき坊ラーメン　ねぶり 須賀515-16 ６８－７７８９

さかなや　西忠 久保2041 ６８－２１１０ 地魚料理　つきじ 新町５１３ ６８－２２５０

丸十水産 須賀583-3 ６８－２２２６ ドリーム 浜２１６３－７ ６８－４６００

松よし鮮魚店 久保2218-1 ６８－５６７７ moonbow cafe & kitchen 御宿台２０５－５ ０８０－６０８７－２５６６

うおせい 新町274 ６８－３１３６

タキグチライス 新町260 ６８－２１２０ 鶴乃寿し 浜436 ６８－２１４７

岩瀬酒造㈱ 久保1916 ６８－２０３４ かね八寿し 新町830 ６８－２４４３

セブンイレブン上総御宿店 須賀605-3 ６８－２８２８ すし久 六軒町488 ６８－５５１７

ローソン御宿新町店 新町417-19 ６０－３００１ たなか寿司 新町832 ６８－５３８８

手打ちそば  桔梗庵 高山田658-2 ６４－６３７５

補生堂薬局　国道店 久保2221-4 ６８－２０９７ まるひろ庵 新町506-1 ６８－５５０１

補生堂薬局　六軒町店 六軒町276 ６８－２２０８ 手打そば　幸七 上布施1885-1 ６８－５２２０

ヤックスドラッグ御宿店 浜1699-1 ６８－６９９５ そば処　竹むら 御宿台201-5 ６８－８８８８

石井ラジオ 新町509 ６８－２７４４ 大野荘 新町775 ６８－５５１１

シーズあきば 新町312 ６８－２１５７ サヤン・テラスHOTEL＆RESORT 浜2163 ６８－７７１１

よねもとでんき 須賀476-1 ６８－３４１２ 藤井荘 新町776 ６８－３５２１

郷土料理の宿マタエム 岩和田1069 ６８－２３６６

藤井石油店 久保2216 ６８－２８５７ かのや 浜2163-49 ６８－３３１１

Blue Velvet Lounge 須賀450 ６８－７３９０ 旅の宿　浜よし 岩和田716-8 ６８－３４１５

にへじのこしひかり(株)スズヤス 高山田836－1 ６８－７２３１ 御宿　海楽 新町539 ６８－３２３１

海辺の民宿ちょうしちとんINN 岩和田908-2 ６８－２３３９

ファッションクリーニングＴＫ 新町467 ６８－２３９７

渡辺クリーニング店 新町113-7 ６８－８３１０ さくらい美容室 新町477 ６８－２３４０

パソじゅく 久保2020 ６８－７０３３ ビューティサロン恵美 久保2153 ６８－４７９３

ピースリースクエア 久保2098 ６８－３７４２ 美容室セブン 新町417-4 ６８－４１７７

ウノサーフィンスクール 新町398-2 ０９０－７２１３－８６７３ 美容室blue ground 御宿台127-5 ６８－７７１０

鈴木輪業 新町278 ６８－２２５１ 理容　モトヨシ 久保1889-1 ６８－２２０４

㈲鈴木自動車 六軒町33 ６８－３５５０ ヘアーサロンカトウ 岩和田987 ６８－２２４５

(有)あじろカーサービス 岩和田343-1 ６８－５３１８ 髪工房　ABEDOKO 新町199 ６８－３１８１

オートガレージヨシノ 高山田530-1 ６２－６８６８ 理容ホセリ 新町517-3 ６８－２２０３

ペットサロン＆ホテルわんにゃん村 久保1463-1 ６４－４９５０ POLA御宿・杏ショップ 新町68-9 ６８－５１７１

ドロップアウト千葉 須賀537-1 ６８－３２１０ NailSalon SunSeaBeach 浜１７７２－１（役場付近） ０８０－１２９７－１７８８

VIGOUR 須賀４７０－１ ６８－６６３０ リンパケア　Happy Hands 浜１７７２－１（役場付近） ０９０ー６７０８ー７５９７

クリーニング　ハロー御宿店 須賀１７４－２ ０８０－９６４４－０６８７

(有)小川プロパン 高山田531 ６８－２３３３

（有）水谷印刷所 新町8-1 ６８－２７２８ （株）滝口設備 新町141-1 ６８－７０２７

越川印刷 新町466-1 ６８－２６５７ 小山建築工務㈱ 新町815 ６８－２６２７

（有）林リゾート開発 浜467-3 ６８－５１２１ (有)いのうえ産業 須賀2208-69 ６２－５８００

（株）石井工務店 新町7-1 ６８－４１５９

岩上畳店 久保888-2 ６８－２３４８

(有)小川設備 岩和田949-9 ６８－３３９９

そ　の　他

家　電 宿　泊　・　お　食　事

そ　の　他　小　売

生　活　関　連　サ　ー　ビ　ス

美　・　理　容　店

住宅関連サービス

医　療　品

「おんじゅく町民応援商品券」の使えるお店一覧

衣　料　・　身　の　回　り　品 懐　石　・　食　堂　・　居　酒　屋

食　料　品

寿　司　・　そ　ば
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