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お知らせ 
 

胸胸部部・・大大腸腸検検診診ののおお知知ららせせ  
胸部(結核・肺がん)検診と大腸がん検診を以下のとおり実施し

ます。各地区を巡回しますので受診されますようお知らせします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※追加日程はありませんのでご注意ください。 
※指定の日時に受診できない場合は他の会場をご利用ください。  
胸部(結核・肺がん)検診 （レントゲン検査） 
【対象者】４０歳以上の方 

（昭和４２年１２月３１日までに生まれた方） 
【持ち物】①受診票 ※問診事項について記入してください。 
【持ち物】②健康手帳 

※レントゲン検査は無料ですが、対象となった方へご希望を
確認して実施する喀痰検査は検診費用１，０００円をご負
担いただきます。 

【注 意】妊娠中の方は受診できませんのでご注意ください。 
 
大腸がん検診（便潜血反応検査） 
【対象者】４０歳以上の方 

（昭和４２年１２月３１日までに生まれた方） 
【持ち物】①問診票 ※問診事項について記入してきてください。 
【持ち物】②検体(便) 指定の容器に２日分採取してください。 
【持ち物】③健康手帳 
【持ち物】④検診費用（５００円） 
 
※昨年度検診を受診した方及び事前にお申し込みをされた方には、

９月２５日（火）に「受診票・問診票」をお送りいたします。 
※「受診票・問診票」が届かない方で検診をご希望の方は、以下まで

お申し込みください。  
【申し込み・問い合わせ】保健福祉課 TEL６８－６７１７ 

お知らせ 

献献血血ににごご協協力力くくだだささいい  
《《２２００００ｍｍｌｌ・・４４００００ｍｍｌｌ》》  

【期日等】 １０月１０日（水） 
御宿町保健センター     １０：００～１１：４５ 
特別養護老人ホーム外房  １３：３０～１４：１５ 
御宿町公民館         １５：００～１５：４５ 

※献血者の本人確認ができる証明書（運転免許証や健康保険
証等）をご持参ください。 

【問い合わせ】保健福祉課 TEL６８－６７１７ 
 

旧旧岩岩和和田田小小学学校校体体育育館館のの  
御御宿宿町町運運動動施施設設へへのの移移行行ににつついいてて  
御宿町運動施設に旧岩和田小学校体育館が加わることにな

りました。１１月１日（木）から、以下の料金表により利用できま
す。なお、原則として団体利用のみとなります。 
 
 
 
 
 
 
【受付・問い合わせ】公民館 TEL６８－２９４７ 
 

１１００月月ののＢＢ＆＆ＧＧ健健康康運運動動教教室室  
○エアロビクス ５日（金）、１２日（金）、１９日（金）、２６日（金） 

１４：００～１５：００ 
※保険については、各自で加入をお願いします。すでに加入さ

れている方は必要ありません。 
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL６８－４１４３ 
 

１１００月月のの心心配配ごごとと相相談談  
【期日】 ２日（火）（一般・児童・行政・障害者相談） 

２２日（月）（一般・人権相談） 
【場所等】地域福祉センター ９：００～１２：００ 
【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８－６７２５ 

 
募 集 
介介護護予予防防「「鶴鶴亀亀教教室室」」  

転転倒倒・・寝寝たたききりり予予防防ププロロググララムム  
参参加加者者再再募募集集  

【期日】１０月１１日(木)～１２月２０日（木） （概ね週１回） 
【時間】１４：００～１５：３０（受付：１３：３０～） 
【場所】Ｂ＆Ｇ海洋センター 

（送迎については、お申し込み時にご相談ください。） 
【対象】６５歳以上で、転倒予防・介護予防への取り組みを希望

する方 
※血圧・心臓病・筋肉や関節等の病気で治療中の方は参

加できません。 
【内容】○バランス運動やレクリエーション・ストレッチなど、自宅

でも簡単にできる体操が中心です。 
○教室開始時と終了時に「健脚度測定」を行います。 

【定員】２０名 
※申し込み制です。１０月４日（木）までにＢ＆Ｇ海洋センターま

たは保健福祉課へお申し込みください。 
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL６８－４１４３ 

保健福祉課 TEL６８－６７１６ 
 
お知らせ  

違違反反建建築築防防止止週週間間ののおおししららせせ  
～完了検査うけていますか～ 

 １０月１１日（木）から１０月１７日（水）は、違反建築防止週間
です。 

安心して暮らすためには、建築物が安全であることがとても
大切です。 

建築基準法は、生命・健康・財産を保護するため、地震や火
災などに対する安全性に関する基準を定めています。この基
準は、建築物を建てる場合には必ず守らなければなりません。 

この違反建築防止週間をきっかけに、あなたの所有する建
物について、建築基準法に適合しているかどうか建築士と相談
するなど点検を心がけましょう。 

なお、この週間には、一斉公開建築パトロールが実施されます。 
【問い合わせ】建設環境課 TEL６８－６６９４ 
 

２２００００８８年年版版県県民民手手帳帳予予約約受受付付中中  
【価格】 ５００円（税込み）  サイズ 縦１４５㎜、横８５㎜ 

色は紺色と肌色の２色 
【申込期限】１０月１０日（水） 
【申込方法】企画財政課まで代金をそえてお申し込みください。 

（なるべく、おつりのないようお願いします） 
【問い合わせ】企画財政課 TEL６８－２５１２ 

期　日 対象地区 会　場 検診時間
上布施 上布施消防団詰所 9:00～11:00
高山田 高山田倉庫 13:00～14:00

七本・実谷 実谷農協倉庫 14:30～15:30
9:00～11:00

13:00～15:00
六軒町 六軒町消防団詰所 9:00～11:00
岩和田 岩和田青年館 13:00～15:00

浜 浜青年館 9:00～11:00
新町 御宿町公民館 13:00～15:00
久保 御宿町公民館 9:00～11:00
須賀 御宿町公民館 13:00～15:00

10月20日(土) 地区指定なし 御宿町公民館 9:00～11:00

御宿台集会所

10月17日(水)

10月15日(月)

10月18日(木)

10月19日(金)

10月16日(火) 御宿台

旧岩和田小学校体育館使用料

学生（小中高） 200円 400円
一般 400円 600円
学生（小中高） 400円 600円
一般 600円 1,200円

　　　　　　　　時間区分（1時間当たり）
使用区分 9:00～17:00 17:00～21:00

体育館
町内

町外



  
募 集 

第第５５次次行行政政改改革革大大綱綱（（案案））へへのの  
              意意見見公公募募ににつついいてて  
町では、現在、平成２０年度から２２年度の３年間に重点的に

取り組む行政改革の指針をまとめた「第５次行政改革大綱」を作
成中です。この大綱の案についてご意見・ご提言等を次の方法
により公募いたします。 
【公表場所】(１)町ホームページに掲載 

(２)役場総務課に設置 
(３)御宿町公民館に設置  

【公募期間】１０月２日（火）～１１月１５日（木） 
【公募対象者】 
(１)町内に住所を有する方 
(２)町内に存する事務所又は事業所に勤務する方  
(３)町内に存する学校に在学する方 
(４)(１)から(３)までのほか、町が行う事務事業に関し利害関係を

有する個人及び法人その他の団体 
【提出方法】所定の様式を用いて、総務課まで持参、郵送、ファ

ックス、または、電子メールでご提出ください。 
【提出先・問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ FAX６８－３２９３ 
                    メールsoumuka@town-onjuku.jp 
 

御御宿宿町町文文化化祭祭参参加加者者募募集集中中   
－－個個人人･･団団体体ででもも参参加加ででききまますす－－   

○音楽のつどい･芸能発表大会 １１月３日(土・祝) 
○作品展示 １１月３日(土・祝)～５日（月) １３：００まで 
【出展・参加締切り】１０月１２日（金） 
【申し込み･問い合わせ】公民館 TEL６８－２９４７ 
 
お知らせ 

ワワーークク・・ラライイフフ・・ババラランンススをを  
進進めめままししょょうう  

仕事と子育てなどの家庭生活の調和を意味する「ワーク・ライ
フ・バランス」という考え方が、企業にとって人材の確保・定着と
いう視点からも注目されています。 

八都県市（千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、横浜市、川
崎市、千葉市、さいたま市）では、今年度からワーク・ライフ・バラ
ンスを推進するキャンペーンを１０月に実施します。 

特に１０月２１日（日）から２７日（土）は、キャンペーン強調週間と
して、定時退社を呼びかけています。皆さんの職場でも定時また
は早めの退社に努めるとともに、働き方を見直してみませんか？ 
【問い合わせ】千葉県庁雇用労働課 TEL０４３－２２３－２７４１ 

  
募 集 

平平成成２２００年年度度  
千千葉葉大大学学教教育育学学部部生生涯涯教教育育課課程程  
社社会会人人特特別別選選抜抜学学生生募募集集   

【出願資格】大学入学資格を有する者で、平成２０年４月１日  
現在において、満２０歳以上の者 

【出願期間】１１月１日（木）～１１月７日（水） 
【試験日】１１月１７日（土） 
【試験場所】千葉大学教育学部 
【合格発表】１１月３０日（金） 
【問い合わせ】千葉大学教育学部学務グループ 

TEL０４３－２９０－２５１４ 
 
お知らせ 

平平成成１１９９年年度度  
第第２２回回県県民民ＮＮＰＰＯＯ講講座座開開催催  

【講座名】楽しい仲間と地域づくり応援講座 
【内容】趣味や関心、経験などを生かした、身近なことから地域

貢献をしている方による講演と活動団体の発表。 
【期日】１０月２１日（日） １３：００～ 
【場所】木更津市民会館 小ホール 

（木更津市貝渕２－１３－４０） 
【講師等】 

講演 國生美南子氏 
（特定非営利活動法人たすけあいの会すきのとう副代表） 

活動団体発表 
 特定非営利活動法人こだま 
 特定非営利活動法人子ども館ゆめのたまご 

【定員】１００名（当日先着順） 
【問い合わせ】千葉県環境生活部ＮＰＯ活動推進課 

TEL０４３－２２３－４１６１ 
 

ババザザーー開開催催ののおお知知ららせせ 
社会福祉法人つばさ「あかね園」では、以下のとおり第１４回

バザーを行います。 
皆さまのご来園をお待ちしております。 

【期日】１０月２０日（土） １１：００～１５：００ （雨天決行） 
【場所】社会福祉法人つばさ「あかね園」 

いすみ市山田５９０１ 
 
※ご不要な品物等がございましたらご連絡ください。引き取りに

伺わせていただきます。 
【問い合わせ】社会福祉法人つばさ「あかね園」 TEL６６－０６００ 

 
募 集 

「「おおととぎぎのの国国のの花花フフェェススタタ」」  
ババススツツアアーー参参加加者者募募集集中中 

 月見草を咲かせる会では、船橋のアンデルセン公園で、いろ
いろな草花を見学するバスツアーの参加者を募集しています。
是非、ご参加ください。 
【期日】１０月２３日（火） 
【集合場所】御宿町公民館前（７：４５集合） 
【参加費】３，０００円（弁当持参） 

（当日徴収します。 レストラン（軽食）有り） 
※６５歳以上の方は、保険証のコピーをお持ちください。 
【応募先・問い合わせ】月見草を咲かせる会 TEL６８－２２０４ 
 
お知らせ 

無無料料法法律律相相談談開開催催  
千葉県弁護士会所属の弁護士による無料法律相談を以下の

とおり実施します。 
【主催】千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所、千葉地方検察庁、

千葉地方法務局、千葉県弁護士会、日本司法支援セン
ター千葉地方事務所 

【相談内容】法律問題全般 
（現在裁判所において係争中の事件は不可） 

【期日】１０月１６日（火） 
【受付時間等】 

午前の部（１０：００～）の相談 ４０人程度 受付 ９：３０～ 
午後の部（１３：００～）の相談 ３０人程度 受付１２：３０～ 

【場所】千葉県教育会館３０３号室 
（千葉市中央区中央４－１３－１０） 

【相談時間】１人２０分程度 
【問い合わせ】千葉家庭裁判所事務局総務課 

TEL０４３－２２２－０１６５ 
 

国国際際武武道道大大学学公公開開講講座座ののおお知知ららせせ  
国際武道大学では、一般の方々や小中学生とその保護者を

対象とした公開講座を開講しています。是非、ご参加ください。 
【講座】（１）教養・健康講座 

（２）体験武道教室 「弓道」「なぎなた」「柔道」「合気道」 
            （小中学生対象、親子での参加も可） 
（３）スポーツ教室 「親子サッカー教室」 
            （小中学生及び保護者対象） 

※詳しくは、以下まで問い合わせください。 
【申し込み･問い合わせ】国際武道大学国際室公開講座係  

TEL７３－４１１１ 


