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募 集 

学学校校給給食食共共同同調調理理場場臨臨時時職職員員募募集集  
【勤務内容】学校給食の調理及び配送業務 
【勤務時間】８：００～１７：００（月曜日～金曜日） 
【勤務場所】御宿町学校給食共同調理場 
【募集人員】１名 
【応募要件】４５歳未満で運転免許をもっている健康な方 

（調理師免許をもっていることが望ましい） 
【応募方法】履歴書に必要事項を記入のうえ、９月１０日（月）まで

に教育委員会まで提出してください。（郵送可、当日
消印有効） 

【応募先・問い合わせ】〒２９９－５１９２ 御宿町須賀１５２２ 
教育委員会 TEL６８－２５１４ 

 

「「御御宿宿おおすすすすめめ情情報報」」募募集集  
「ONJUKU まるごとミュージアム」の１０回目開催にあたり、より

実りある催しとして定着させるためにも、皆さまからの「御宿おす
すめ情報」を募集します。 

以前、町からのお願いとして、御宿の絶景ポイントの情報募集
がありましたが、今回は絶景ポイントのみならず、食べ物、伝統、
体験、建物、催し等々その他何でも結構です。 

なお、募集の詳細は別途配布物でご案内しますので、ご協力
をよろしくお願いします。 
【問い合わせ】ONJUKU まるごとミュージアム実行委員会 

（商工会内） TEL６８－２８１８ 
 
お知らせ 

９９月月ののＢＢ＆＆ＧＧ健健康康運運動動教教室室  
○アクアビクス ２日（日） １４：３０～ 
○エアロビクス ７日（金）、１４日（金）、２１日（金） １４：００～ 
※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 
 

「「目目のの愛愛護護デデーー」」無無料料電電話話相相談談  
 目の健康に関する相談に、千葉県眼科医会会員がお応えします。 
【日時】１０月８日（月） ９：００～１７：００ 
【相談電話番号】０４３－２４２－４２７１ 
※事前申し込み不要 
【問い合わせ】千葉県眼科医会事務局 TEL０４３－２７５－２３５４ 

お知らせ 

        敬敬老老会会のの開開催催ににつついいてて  
９月７日（金）、公民館において第５３回敬老会を開催します。

当日は、以下のとおり送迎バスを運行しますので、７０歳以上の
皆さまは、お誘い合わせの上ご参加ください。 
【日時】９月７日（金） （式典１１：３０～、演芸１２：２０～） 
【場所】公民館 
※式典よりご参加の方には、昼食を用意してあります。 
 
★バス運行表 
≪マイクロバス≫ 
第１便（御宿台、実谷、七本方面） 

御宿台案内所 ＝＝＝ 七 本 ＝＝＝ 実谷上 ＝＝＝  
１０：１０         １０：１５       １０：２０ 

実谷ゲートボール場 ＝＝＝吉野商店前 ＝＝＝ 石が原  
１０：２５             １０：３０         １０：３５ 

＝＝＝ 西琳寺 ＝＝＝ 会 場 
       １０：４０      １０：４５ 
 
第２便（浜、岩和田、六軒町方面） 

漁協御宿支所前 ＝＝＝ 岩和田消防庫前 ＝＝＝ 
１１：００          １１：０５           

魚秀前＝＝＝ 会 場 
１１：１０     １１：１５  

 
≪スクールバス≫ 
（上布施、高山田）  

新久井青年館 ＝＝＝ 立山公民館 ＝＝＝  
１０：２０          １０：２５ 

石井商店前・新宿 ＝＝＝ 高山田消防庫 ＝＝＝ 会場 
１０：３０            １０：３５         １０：４０ 

【問い合わせ】保健福祉課 TEL６８－６７１６ 
 

９９月月のの心心配配ごごとと相相談談  
【開催日】 ３日（月）（一般・児童・行政・障害者相談） 
      ２１日（金）（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】社会福祉協議会 TEL６８－６７２５ 

 
募 集 

介介護護予予防防「「鶴鶴亀亀くくららぶぶ」」参参加加者者募募集集  
 町では、介護保険法にもとづく「地域支援事業」として、介護
予防を目的とした「鶴亀くらぶ」を以下のとおり実施します。 
【内容】○体操、ウォーキング、調理、会食、講演会、レクリエー

ションおよび創作活動等 
○年１回の「健脚度測定」 

【期間】平成１９年９月～平成２０年３月（毎月１回 原則第２水曜） 
【時間】午前または午後の概ね２時間 
【場所】Ｂ＆Ｇ海洋センター、保健センター、公民館等 
【対象】６５歳以上の方で、次のいずれかに該当する方 

１）「転倒予防教室」「介護予防・鶴亀教室」の修了者 
２）社会福祉協議会主催「男の料理教室」修了者 

※要支援、要介護の認定を受けている方でも、主治医の許可
のもとに参加することができます。 

【費用】調理や創作活動における材料実費は参加者負担 
【定員】２０名 
※申込み登録制で、各月の内容により参加することもできます。 
【応募方法】９月５日（水）までに、保健福祉課へお申し込みく

ださい。 
【応募先・問い合わせ】保健福祉課 TEL６８－６７１６ 
 

介介護護予予防防「「鶴鶴亀亀教教室室（（運運動動ココーースス））」」  
参参加加者者募募集集  

【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。 
【期間】９月６日（木）～１２月６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、申し込み時にご相談ください） 
【対象】６５歳以上の方で、次のいずれかに該当する方 

１）過去１年間において転んだ経験のある方。 
２）足腰に不安があり、歩行が不安定な方。（治療中の方を除く。） 

※要支援、要介護の認定を受けている方でも、杖や歩行器を使
わずに歩行できる方であれば、主治医の許可のもとに参加す
ることができます。 

【定員】１０名   
※今年度の基本健康診査における生活機能に関するチェック

リストをもとに、介護予防教室への参加が望ましいと判定され
た方々については、別途個別通知により募集しています。 

【応募方法】９月５日 （水）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。 

【応募先・問い合わせ】Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL６８－４１４３ 
 保健福祉課 TEL６８－６７１６ 



 
募 集  

国国保保国国吉吉病病院院職職員員募募集集  
 国保国吉病院組合では、平成２０年度採用の医療技術職員を
募集します。 
【募集人員】薬剤師、理学療法士、診療放射線技師、 

臨床試験技師 各 1 名 
【試験日】１０月中旬予定（詳細は応募者本人に通知） 
【締め切り】９月２８日（金） 
※募集要項は、国保国吉病院総務課窓口にて配布しておりま

す。詳しくは、直接またはホームページをご覧ください。 
【応募先・問い合わせ】国保国吉病院総務課 

TEL８６－２３１１、FAX８６-４８７７ 
         URL http://www.kuniyoshi-hp.jp/ 
 

町町身身体体障障害害者者福福祉祉会会  
「「日日帰帰りり旅旅行行」」参参加加者者募募集集  

 御宿町身体障害者福祉会では、日帰り旅行の参加者を募集し
ます。本会未入会で、障害者手帳をお持ちの方も参加可能で
すので、是非ご応募ください。 
【日時】９月１９日（水） ８：００～１７：００（予定） 
【内容】しょうゆ工場見学・ぶどう狩り（車イスでも可） 
【対象者】障害者手帳所持者（付き添いの方の参加も可） 
【費用】３，５００円（昼食及び入園料等を含む） 

（会員は３，０００円） 
【締め切り】９月１０日（月） 
【応募先・問い合わせ】町身体障害者福祉会事務局 

（社会福祉協議会内） TEL６８－６７２５ 
 

お知らせ 

チチャャリリテティィ歌歌謡謡シショョーー開開催催  
 社会福祉法人つばさ「つばさ後援会」では、以下のとおりチャリ
ティ歌謡ショーを開催します。 
【日時】９月３０日（日）  

第１部１３：３０開演（１２：３０開場、１３：１０オープニング） 
第２部１８：００開演（１７：００開場、１７：４０オープニング） 

【場所】夷隅文化会館（いすみ市深谷１９６８－１） 
【出演者】田川寿美、金澤未咲 
【費用】３，５００円（全席自由） 
【問い合わせ】社会福祉法人つばさ あかね園 TEL６６－０６００ 
 

  
お知らせ 

アアククアアラライインンででＥＥＴＴＣＣ割割引引実実施施中中  
ＥＴＣ車を対象に、通行料金を割引する社会実験を実施して

います。 
【割引内容】 
①東京湾周辺地域などにおける「ベイ割」 

第１弾 ８月２０日(月)～９月２４日（月） 
アクアライン時間帯割引 
「普通車１，５００円」（通常料金の５割引き） 
（６：００～９：００、１７：００～２０：００） 

第２弾 ９月２５日(火)～１０月２８日（日） 
特定区間割引 
浮島 IC・首都高速道路～東関東道・新空港道（富里、成
田、大栄、佐原香取、潮来、新空港）、千葉東金道路（山武
成東、松尾横芝）の IC 間の料金を「湾岸ルート料金＋５００
円（普通車の場合）」に割引きます。（終日割引） 
（例：浮島 IC～新空港 IC ４，８２０円⇒２，８５０円） 

第３弾 １０月２９日(月)～実験終了日（未定） 
第１弾と第２弾で実施した割引きを同時に実施。 

②房総地域における「時間帯割引」 
富津館山道路、圏央道、東京湾アクアライン連絡道 

「通勤割引 ５割引」（６：００～９：００、１７：００～２０：００） 
富津館山道路、圏央道 

「深夜割引 ３割引」（０：００～４：００） 
※詳しくは、直接またはホームページをご覧ください。 
【問い合わせ】NEXCO 東日本お客さまセンター  
        （ナビダイヤル）０５７０‐０２４－０２４（２４時間受付） 
        （PHS・IP 電話のお客さま）０３－５３３８－７５２４ 
        （URL）http://www.driveplaza.com/dp/ETC 
 

公公証証役役場場無無料料相相談談所所のの開開設設 

 １０月１日（月）～７日（日）の公証週間にあわせて、公証役場無
料相談所を開設します。お気軽にご相談ください。 
【日時・場所】①１０月５日（金） ９：３０～１２：００ 
           茂原市役所５階５０４会議室 
        ②１０月６日（土） １０：００～１６：００ 
           茂原公証役場 

※両日とも予約制 
【相談内容】公正証書による遺言書、土地・建物の賃貸借、金銭

の貸借、子どもの養育費の支払いなどの契約書の
作成 

【相談員】茂原公証役場 公証人 
【予約先・問い合わせ】茂原公証役場 TEL０４７５－２２－５９５９ 

 
お知らせ 

平平成成１１９９年年度度後後期期技技能能検検定定  
【等級】特級（一部職種）、１・２・３級（一部職種）及び単一等級 
【職種】５６職種５５作業 

機械保全、建築大工、枠組壁建築、配管、和裁、パン製
造、菓子製造、石材施工、金型製作、工場板金、めっき、ロー
プ加工、機械検査、電気機器組立て、半導体製品製造、自
動販売機調整、鉄道車両製造・整備、時計修理、空気圧装
置組立て、油圧装置調整、縫製機械整備、農業機械整備、
冷凍空気調和機器施工、婦人子供服製造、帆布製品製造、
プラスチック成形、強化プラスチック成形、かわらぶき、型枠施
工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、カーテンウ
ォール施工、ガラス施工、テクニカルイラストレーション、機械・
プラント製図、電気製図、金属材料試験、塗装、電子回路接
続、エーエルシーパネル施工、樹脂接着剤注入施工、バルコ
ニー施工、特級（該当全職種） 

【受験資格】原則として各職種とも所定の実務経験が必要 
【受験手数料】実技 １１，５００円～１５，７００円 
         学科  ３，１００円 
【受付期間】１０月１日（月）～１０月１２日（金） 
【試験日程】１２月３日（月）～平成２０年２月２４日（日）の間の指

定する日 
【合格発表】平成２０年３月１８日（火） 
【応募先・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 
 

法法のの日日  ４４団団体体合合同同無無料料相相談談会会  
 地域士業４団体では、１０月１日の法の日にあわせて、地域の
行政書士会、税理士会、司法書士会、土地家屋調査士会合同
の相談会を以下のとおり実施します。 
【日時】１０月１日（月） １０：００～１６：００ 
【場所】茂原市役所市民室 ／ 岬ふれあい会館 ／ 
    おおたきショッピングプラザオリブ 
【相談内容】境界・測量・地目変更・建物登記等／登記・相続・

会社設立・小額訴訟等／税金・会社決算等／農地
転用・各種許認可申請等 

【問い合わせ】 
土地家屋調査士会一宮支部長（酒井） TEL０４７５－４２－６８１１ 
司法書士会茂原支部事務局（諸岡） TEL０４７５－２２－８２２４ 
税理士会茂原支部事務局（瀬田） TEL０４７５－２６－７３７２ 
行政書士会長夷支部長（安達） TEL０４７０－８２－３５５２ 


