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お知らせ 
 

『『ねねんんききんん特特別別便便』』  
専専用用出出張張受受付付をを行行いいまますす  

社会保険事務所では、今までの年金記録の確認を目的とした
ねんきん特別便の専用出張受付を開催します。 

ねんきん特別便の加入記録に記載漏れや誤りがないか十分
にご確認いただき、ねんきん特別便及び年金証書をご持参のうえ
ご利用ください。（本人以外の方が来所される場合は、本人が署
名捺印した「委任状」のほか、来所される方の免許書など身分を
確認できるものを併せてご用意ください。）  

なお、当日は年金の請求や変更手続きなどの一般の年金相談
はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。 
【日程】３月２１日（金） １０：００～１６：００ 

いすみ市役所 ３階大会議室 
     ４月１７日（木） １０：００～１６：００ 

勝浦市役所 ４階会議室 
【問い合わせ】年金特別便専用ダイヤル０５７０－０５８－５５５ 

（ＩＰ電話・ＰＨＳからは０３－６７００－１１４４） 
 

第第３３期期・・第第４４期期をを対対象象ととししたた  
麻麻ししんん風風ししんん混混合合予予防防接接種種実実施施  

制度改正により、平成２０年度から平成２５年度まで、麻しん
風しん混合ワクチンの追加接種の対象を拡大（３期･４期）します。 
 
 
 
 
※対象者には個別通知でお知らせします。 

体調不良などで集団接種ができない方は、ご相談ください。 
乳幼児を対象とした第１期･第２期は、従前どおり実施します。
（個別通知します） 

【問い合わせ】保健福祉課 TEL６８－６７１７ 
 

御御宿宿台台地地区区  地地区区計計画画にに関関すするる  
説説明明会会のの開開催催ににつついいてて  

町では、御宿台地区における建築協定が平成２０年１２月３１日
をもって期間満了することに伴い、現在の住環境を維持保全す
るための施策として、地区計画の導入に向けて検討しています。 

このことから、住民や地権者等の皆さんからご意見等をいただ
く為に、以下のとおり住民説明会を開催します。 
【日程】３月２２日（土） １６：００～１７：００ 
【場所】御宿台集会所 
【問い合わせ】建設環境課 TEL６８－６６９４ 

 
募 集 
 

平平成成２２００年年度度  岩岩和和田田・・六六軒軒町町・・浦浦仲仲
駐駐車車場場使使用用希希望望者者のの募募集集  

申込書提出にあたり、以下の事項にご留意下さい。 
【申込資格】原則、御宿町に住所のある方。ただし、申込状況に

より町外者も可。 
【申込期間】３月１０日（月）～３月２４日（月） 

８：３０～１７：３０ （土日、祝日を除く） 
※上記期間中同一区画に申込複数の場合、現地にて抽

選となります。（以後随時受付） 
【申込方法】窓口にて、申込用紙に記入していただきますので、

印鑑を持参のうえ、役場４階企画財政課までお越し
ください。 

【記入事項】①使用者の住所･氏名 ②車種･ナンバー ③印鑑 
        ※町外者の場合は、車検証・免許証の写しを提出 
【契約期間】平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日 
【使用料金】１区画 １８，０００円／年（六軒町駐車場） 
【使用料金】１区画 １８，０００円／年（岩和田駐車場） 
【使用料金】１区画 ２４，０００円／年（浦仲駐車場） 
【支払方法】４月７日以降、料金納入通知書を送付します。 

※駐車場使用区画には制限がありますので、申し込みをさ
れても利用できない場合がありますのでご了承ください。 

【問い合わせ】企画財政課 TEL６８－２５１２  
 

御御宿宿町町観観光光協協会会臨臨時時職職員員募募集集  
御宿町観光協会では、以下のとおり臨時職員を募集します。 

【勤務時間】８：３０～１７：３０ 
【募集人員】１名 
【応募要件】○土日、祝日の勤務ができる方 

○普通自動車運転免許を有する方 
○パソコンの扱いが可能な方 

【応募方法】御宿駅前観光案内所にある申込書に必要事項を
記入の上、３月２１日（金）までに駅前観光案内所内 
観光協会まで提出してください。 

【試験・面接日】３月２５日（火） 
【問い合わせ】御宿町観光協会 TEL６８－２４１４ 

 
募 集 

御御宿宿町町消消防防団団員員募募集集  
ああななたたもも消消防防団団にに参参加加ししてて、、  

自自分分ののままちちををみみんんななとと一一緒緒にに守守りりまませせんんかか    
 

現在２０５名の消防団員が、「自分の地域は自分で守る」とい
う崇高な郷土愛護の精神に基づき、消防団活動に取り組んで
います。住民の生命・身体及び財産を火災や災害から守るた
めに、更には阪神淡路大震災や新潟県中越地震などのような
大規模災害に対応するために、身近な消防団の力が重要にな
ってきています。 

消防団員は、町内に居住し、１８歳以上４７歳未満で健康な
方であれば、どなたでも入団できます。多くの方の入団をお待
ちしています。 
【問い合わせ】総務課 TEL６８－２５１１ 
 
お知らせ 

月月のの沙沙漠漠記記念念館館かかららののおお知知ららせせ  
今月の町民無料日は３月１６日（毎月第３日曜日）です。受付

で、お住まいの地域を申告するだけで入場できますので、是非
ご来場ください。 

また、現在、「“子らに伝えたい故郷の原風景” 君塚彦四郎展」
を４月１５日（火）まで開催しています。重厚な茅葺屋根の民家や
懐かしい田園風景、海や山でひたむきに働く人々の姿など、日本
各地の風景を素朴なタッチで描いた作品を展示しています。 
 皆さまの来場をお待ちしています。 
【問い合わせ】月の沙漠記念館 TEL６８－６３８９ 
 

危危険険物物取取扱扱者者試試験験のの実実施施ににつついいてて  
【試験種類】甲種、乙種全類（第１類から第６類）、丙種 
【試験期日】６月８日（日） １０：００～ 
【試験会場】勝浦市 国際武道大学 
【願書受付期間】４月８日（火）～４月１６日（水）  
           ９：００～１７：００ 
【願書受付場所】大多喜町船子７３－２ 
          夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 

※受験願書等の必要な書類は消防本部、勝浦消防署、
大原消防署及び御宿・大多喜・夷隅・岬の各分署に用意
してあります。 

【問い合わせ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 
TEL８２－４５４５ 

区　分 対　　象　　者 実 施 場 所 と 日 時 費用
【中学校１年生相当の方】 【御宿中学校で集団実施】
　H７.４.２～H８.４.１生まれ 　４月２３日（水）１３：００～
【高校３年生相当の方】 【保健センターで集団実施】
　H２.４.２～H３.４.１生まれ 　４月３日（木）１３：００～１３：３０

第３期 無料

第４期 無料



  
お知らせ   

消消費費生生活活講講座座をを開開催催ししまますす  
町では、高齢者を狙う悪質商法の被害を未然に防ぐため、

千葉県消費者センター指導員を講師に招いた消費生活講座を
以下のとおり開催します。 
【日程】３月２５日（火） １３：３０～ 
【場所】町公民館２階 中会議室 
【内容】高齢者を狙った悪質商法の手口と対策 
【問い合わせ】産業観光課 TEL６８－２５１３ 
 

勝勝浦浦有有料料道道路路のの無無料料開開放放ににつついいてて  
勝浦有料道路は、４月５日（土）の午前０時から無料で通行で

きるようになります。回数券をお持ちの方は、以下により払い戻し
を行いますので、手続きをお願いします。なお、無料化に伴い、
料金所施設は順次撤去します。工事期間中は、速度を落として
通行していただきますようご協力をお願いします。 
【回数券払戻場所】勝浦有料道路管理事務所 

（勝浦市墨名５１１） 
【払戻期間】４月５日（土）～５月４日（日） ８：３０～１７：００ 
【問い合わせ】勝浦有料道路管理事務所 TEL７３－２１１８ 
 

野野菜菜栽栽培培講講座座のの実実施施ににつついいてて  
千葉県生涯学習大学では、以下のとおり野菜栽培講座を実

施します。 
【日程】４月、９月の日曜日（年４回） １０：００～１２：００ 
 ４月１３日（日） 春～夏野菜の栽培 キュウリ、カボチャ 
 ４月２０日（日） 春～夏野菜の栽培 ナス、トマト 
 ９月 ７日（日） 秋～冬野菜の栽培 ダイコン、ハクサイ 
 ９月２１日（日） 秋～冬野菜の栽培 ホウレンソウ、ブロッコリー 
【対象者】２０歳以上の成人の方 
【定員】３０名（先着順） 
【応募方法】往復ハガキに「野菜栽培講座希望」と明記し、返信

用の表には応募者の住所、氏名。裏側の下部に氏
名、性別、電話番号を記入してください。 

【応募期間】４月３日（木）まで 
【費用】資料代３００円及び保険料２００円 
【応募先・問い合わせ】 

〒２９７－５２２６ 勝浦市串浜１８３６－１ 
千葉県生涯学習大学校外房学園園芸科  TEL７３－８２７１ 

  
お知らせ   

平平成成２２００年年度度前前期期技技能能検検定定  
【等級】１級・２級・３級（一部職種）及び単一等級 
【職種】３９職種６８作業 

園芸装飾、造園、金属熱処理、粉末冶金、機械加工、放電加
工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、仕上げ、
電子機器組立て、電気機器組立て、産業車両整備、建設機
械整備、婦人子供服製造、家具製作、建具製作、印刷、プラ
スチック成形、とび、左官、築炉、ブロック建築、タイル張り、畳
製作、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施
工、化学分析、表装、塗装、広告美術仕上げ、写真、フラワー
装飾、路面標示施工、産業洗浄、３級機械保全 

【受検資格】原則として各職種とも所定の実務経験が必要 
【受検手数料】実技 １１，５００円～１５，７００円 
         学科  ３，１００円 
【受付期間】４月３日（木）～４月１６日（水） 
【試験日程】６月９日（月）～９月１７日（水）の間の指定する日 
【合格発表】 

３級職種（金属熱処理及び写真を除く） ８月２７日（水） 
１級・２級・単一等級・３級（金属熱処理及び写真） １０月３日（金） 

【問い合わせ】 
千葉県職業能力開発協会 技能検定課 
TEL０４３－２９６－１１５０  URL http://www.chivada.or.jp 

 

夷夷隅隅長長生生地地域域リリハハビビリリテテーーシショョンン  
支支援援セセンンタターー研研修修会会開開催催ににつついいてて  

夷隅長生地域リハビリテーション支援センターでは、以下の
とおり地域住民の方を対象とした研修会を開催します。 
【日程】５月１１日（日） １４：００～１５：５０ 
【場所】茂原市役所 市民室 
【内容】「運動器不安定症とは」 
     講師：千葉県リハビリテーションセンター 
         センター長 吉永勝訓 氏 
【対象】保健・医療・福祉職員及び地域住民 
【費用】無料 
【申込期間】４月１日（火）～５月７日（水） （先着１００名） 
 ※電話または FAX で以下までお申し込みください。 
【申し込み・問い合わせ】公立長生病院 地域医療連絡室 

TEL０４７５－３４－２１２１ FAX０４７５－３０－５３３７ 

 
お知らせ   

平平成成２２１１年年歌歌会会始始のの  
おお題題及及びび詠詠進進要要領領ににつついいてて    

【お題】「生」と定められました。 
【詠進歌の詠進要領】 
①詠進歌は、お題を詠み込んだ自作の短歌で１人１首とし、未

発表のものに限ります。  
②書式は、半紙(習字用の半紙)を横長に用い、右半分にお題と

短歌、左半分に郵便番号、住所、電話番号、氏名(本名、ふり
がなつき)、生年月日及び職業(なるべく具体的に)を縦書きで
書いてください。  

③用紙は、半紙とし、毛筆で自書してください。ただし、海外から
詠進する場合は、用紙は随意とし、毛筆でなくても差し支えあ
りません。  

④病気又は身体障害のため毛筆にて自書することができない場
合は以下によることができます。  
ア 代筆(墨書)による。代筆の理由、代筆者の住所及び氏名

を別紙に書いて詠進歌に添えてください。  
イ 本人がワープロやパソコンなどを使用して印字する。この

場合、これらの機器を使用した理由を別紙に書いて詠進
歌に添えてください。  

ウ 視覚障害の方は、点字で詠進しても差し支えありません。 
【注意事項】以下の場合には、詠進歌は失格となります。  
①お題を詠み込んでいない場合 
②１人で２首以上詠進した場合 
③詠進歌が既に発表された短歌と同一又は著しく類似した短歌

である場合 
④詠進歌を歌会始の行われる以前に、新聞、雑誌その他の

出版物、年賀状等により発表した場合  
⑤代筆の理由書を添えた場合を除き、同筆と認められるすべて

の詠進歌 
⑥住所、氏名、生年月日、職業を書いてないもの、その他この

詠進要領によらない場合 
【詠進の期間】９月３０日（火）まで ※郵送可（９月３０日消印有効） 
【郵便のあて先】〒１００－８１１１ 宮内庁 

（封筒に「詠進歌」と書き添えてください。詠進歌は，小さく折
って封入して差し支えありません。） 

【問い合わせ】直接、宮内庁式部職あてに、郵便番号、住所、氏
名を書き、返信用切手をはった封筒を添えて、９月２０日（土）
までに問い合わせください。 


