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お知らせ 

６６月月のの心心配配ごごとと相相談談 
【開催日】 ２日（木）（一般・児童・行政・障害者相談） 
      ２２日（水）（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 ℡６８－６７２５ 

  

房房総総のの松松のの緑緑をを守守りりままししょょうう  
松松くくいい虫虫防防除除をを行行いいまますす 

松を守るため、千葉県と御宿町では「松くい虫」防除を実施し
ます。皆さんのご理解とご協力をお願いします。 
【実施日】平成１７年６月１６日（木）５：００～７：００ 

雨天・強風の場合は順延 
【予備日】平成１７年６月１７日（金）・１８日（土） 
【実施区域】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【注意事項】 
・散布中は、散布区域周辺に立ち入らないでください。 
・通勤・通学・通園等の際は散布区域、散布時間にご注意くだ
さい。 
・散布日を含め３日間は散布区域へ立ち入らないでください。 
・自動車等に薬剤がかかった場合は、速やかに水洗いをしてく
ださい。 
・山菜、木の実等は念のため１ヶ月程度採取しないでください。 
・万一、体調をくずされた場合は、最寄の健康福祉センター、医
療機関にご相談ください。（農薬中毒の主な症状としては、倦怠
感、頭痛、めまい、嘔吐、多量の発汗、縮瞳など） 
【問い合わせ】 農林水産課 ℡６８－２５１３ 

お知らせ 
 

「「県県民民のの日日」」御御宿宿台台運運動動施施設設無無料料開開放放 
 
御宿パークゴルフガーデン及び御宿台公園テニス場では、「県

民の日」御宿台運動施設無料開放を行います。 
町民及び千葉県民のみなさん、ぜひ、お誘い合わせのうえ、お

こしください。（なお、千葉県在住者か確認させていただく場合が
あります。）施設・日程は下記のとおりです。 

  
  

６６月月ののＢＢ＆＆ＧＧ健健康康運運動動教教室室  
 
○ステップエアロ ７日、１４日、２１日、２８日 １４：００～ 
○かんたんエアロ ３日、１０日、１７日 １４：００～ 
○中高年のはじめてレク １日、１５日 １０：００～ 
※それぞれＢ＆Ｇ体育館で開催しますので、動きやすい服装で
室内履き・飲み物を持参してください。 
【問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター ℡６８－４１４３ 
 
 

平平成成１１７７年年度度上上半半期期  
交交通通事事故故巡巡回回相相談談 

 
 交通事故相談所の巡回相談が下記の日程で実施されますの
で、お気軽にご利用ください。 
【日時】平成１７年６月１０日（金）１０：００～１５：００ 
    平成１７年９月９日（金）１０：００～１５：００ 
【場所】御宿町役場 ２階 相談室 
【相談内容】示談・賠償額の算出・自賠責保険の請求の仕方など 
※相談は無料です。 
【問い合わせ】総務課 消防防災係 ℡６８－２５１１ 

施設名 日程 備考 予約先 
御宿ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ 

ｶﾞｰﾃﾞﾝ 
6/12
（日） 

10 名以上の団体
の場合、要予約 

御宿ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ 
℡68-4148 

御宿台公園 
テニス場 

6/12
（日） 

要予約、原則2 時
間とします。 

御宿町公民館 
℡68-2947 

 
お知らせ  

家家庭庭教教育育相相談談をを行行っってていいまますす 
家庭教育に関する相談や指導を行っています。 

【日 時】 毎週火曜日 １０：００～１６：００ 
【場 所】 御宿町公民館 
【指導員】 御宿町家庭教育指導員 
【問い合わせ】 御宿町公民館 ℡６８－２９４７ 
 
催 し 

御御宿宿のの方方言言とと民民話話めめぐぐりり  
        ～語りつがれる祖先の心にふれて～ 

歴史民俗資料館では下記の日程により「御宿の方言と民話
めぐり」の企画展を開催しています。皆さんお誘い合わせのう
え、ご来館ください。 
【開催日】８月２８日（日）まで ９：００～１７：００ 
※月曜日は休館です。（祝日が月曜日にあたるときはその翌日） 
入館料は無料です。 
【問い合わせ】歴史民俗資料館 ℡６８－４３１１ 
 

「「豊豊増増良良雄雄  水水彩彩画画展展」」をを開開催催  
【期間】平成１７年７月１２日（火）まで 水曜日休館 
【場所】月の沙漠記念館企画展示室 
【時間】９：００～１６：３０ 
【問い合わせ】月の沙漠記念館 ℡ ６８－６３８９ 
 
募 集 

おおんんじじゅゅくくウウォォーータターーパパーークク  
臨臨時時職職員員募募集集 

町では、おんじゅくウォーターパークの臨時職員を下記の要
領で募集します。 
【勤務期間】７月１０日（日）～８月３１日(水) 
【勤務時間】８：３０～１７：００ 
【募集人員】 

 
【募集要領】 

履歴書に所定事項を記入のうえ、６月１６日(木)までに、商工
観光課に提出してください。 
【問い合わせ】商工観光課 ℡６８－６７１５ 

内   容 人員 条  件  等 
売店、調理補助 
チケット販売等 

８名 
１８歳～３０歳 

以下の健康な方 

薬剤散布区域

町営プール
月の沙漠記念館

月の沙漠通り

薬剤散布区域



  
お知らせ 

福福祉祉ののししごごとと移移動動相相談談会会  
 

求人のある福祉施設・事業所や福祉分野での就職を希望す
る方を対象に、「福祉のしごと移動相談会」を開催します。 
【開催日時】平成１７年６月１７日（金）１３：００～１５：３０ 
【開催場所】鴨川市総合保健福祉会館 
         鴨川市八色８８７－１ 
【参加対象者】社会福祉施設等への就職希望者 
         求人のある社会福祉施設等 
【参加方法】参加費無料  当日直接会場へお越しください。 

駐車場の確保が困難なため、公共交通機関をご利用ください 
【問い合わせ】千葉県福祉人材センター 
        ℡０４３－２４８－１２９４  FAX０４３－２４２－０７７４ 
  

「「「第第第３３３回回回夷夷夷隅隅隅川川川流流流域域域委委委員員員会会会」」」ののの開開開催催催 
 
 地域の意見を反映した「川づくり」を行うため、県では「第３回夷
隅川流域委員会」を開催します。 

今回は「大多喜ダムの事業について」と「第２回流域委員会の
報告」がテーマとなります。 
【日時】平成１７年６月１７日（金） １４：００～１６：００ 
【場所】大原町文化センター 大会議室 
  定員「傍聴者」 ３０名程度（当日先着順） 
【問い合わせ】千葉県夷隅地域整備センター 調整課 
         ℡６２－３３１１ 
  
夷隅郡市広域消防本部から 

６６月月５５日日（（日日））かからら６６月月１１１１日日（（土土））ままでではは  

危危険険物物安安全全週週間間でですす  
 
 自動車やボイラーの燃料、塗料などの化学工業製品の原料な
どの危険物は、私たちの身の回りにあり、現代生活において必
要不可欠なものになっています。 
 危険物は、貯蔵や取り扱いを誤ると、引火性・爆発性等の火災
危険性を有していますので、その安全確保に努めなければなり
ません。危険物の保安に対する意識高揚を図るため、危険物安
全週間を設けて、危険物に対する理解を求めています。  

標語 
『危険物 かさねる無事故の 金メダル』 

   
お知らせ 

宅宅地地建建物物取取引引にに関関すするる相相談談受受付付  
 
宅地建物取引でトラブルに巻き込まれないためには、契約前

に正しい知識を身に付けることが必要です。 
○契約する前に、宅地建物取引業者から｢重要事項説明書｣を

もらい、十分に説明を受けましょう。 
○納得した上で契約書への署名(記名)、押印や手付金の支払

いをしましょう。 
○取引に関する事前相談や紛争相談を受け付けています。(予

約制) 
【問い合わせ】千葉県建設・不動産業課 ℡０４３－２２３－３２８５ 
  

電電波波利利用用保保護護旬旬間間 
 
 総務省では、６月１日から１０日まで、「電波利用保護旬間」とし
て、携帯電話、消防・救急無線、テレビ・ラジオなど生活に欠か
せない良好な電波の利用環境を保護する活動を行っています。
社会生活を脅かす不法な電波をなくすため、電波はルールを守
って正しく使いましょう。 
【問い合わせ】関東総合通信局 
 不法無線局による混信・妨害  ℡０３－５５６２－７５５５ 
 テレビ・ラジオの受信障害    ℡０３－５２２０－５６９０ 
 放送相談（地上デジタル放送） ℡０３－５２２０－５６９３ 
 
募  集   
 

ああんんどどんんのの絵絵をを募募集集  
 
 浅間神社祭礼の時に灯されてきた「あんどん」が、今年も町商
店街を灯します。 
 そこでオリジナリティーあふれる「あんどんの絵」を大募集。ふる
ってご応募ください。 
【募集期間】平成１７年６月１日（水）～２０日（月） 
【応募資格】１８歳以下 
【応募内容】オリジナル作品であること（コピー不可） 
       縦３９．５ｃｍ 横２７．３ｃｍ（美濃半紙） 
       縦位置で使用してください。（御宿町商工会でも配布

しています） 
【応募先】御宿町商店振興会（御宿町商工会内） 
      〒２９９－６１０３ 御宿町新町４１７－２２ 
【問い合わせ】御宿町商工会内「あんどん絵募集係」 
         ℡６８－２８１８ 

 
募  集   

第第７７回回  ううちちのの花花見見ててねねココンンテテスストト  
 花壇でもプランターでも花を愛する心は同じです。あなたの楽
しみを道行く人に分けてあげませんか。 
【開催期間】６月２５日（土）～７月３１日（日） 
【審査基準】道行く人が見て楽しめること。ビデオ撮影にて審査

（撮影は７月上旬に主催者側で行います。） 
【応募対象】御宿町内の方ならどなたでも 
【応募方法】①本人申込み ②第三者の推薦 
【応募締切】６月１９日（日） 
【問い合わせ】御宿町商工会 ℡６８－２８１８ 

月見草を咲かせる会 ℡６８－２２０４ 
   

明明るるいい選選挙挙啓啓発発ポポススタターー  
作作品品募募集集（（一一般般のの部部））  

私たちの生活と政治は密接に結びついており、明日の生活を
良くするためにも民主政治の健全な発展が不可欠です。そし
て、そのためには、明るい選挙が行われなければなりません。そ
こで、明るい選挙の推進に役立つポスター作品を募集します。 
【応募規定】 
（１）内容     明るい選挙の推進を表すもの 
（２）応募資格  自由（ただし、１人１点自作のもの） 
（３）締切日   平成１７年９月２日（金）まで 
（４）提出先   御宿町選挙管理委員会 
（５）画材     描画材料は自由 

（紙や布など、絵の具材料だけに限りません） 
（６）大きさ    ４５ｃｍ×３０ｃｍのものから 

５５ｃｍ×４０ｃｍのものまで 
（７）応募上の注意 

ア 作品のうら右下に、住所、氏名（ふりがな）、年齢を必ず記
入してください。 

イ 応募作品は、原則として返却しません。 
ウ 入賞作品の版権は主催者に属し、作品は自由に利用させ

ていただきます。 
【審査】 

御宿町選挙管理委員会、県選挙管理委員会及び明るい
選挙推進協議会で審査を行い、優秀作品を選出します。 

【賞】入賞者に賞状及び副賞を贈呈。 
【発表】１１月上旬 
【主催】千葉県選挙管理委員会・千葉県明るい選挙推進協議会 
【問い合わせ】御宿町選挙管理委員会 ℡６８－２５１１ 


