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募 集   

町町営営住住宅宅入入居居者者募募集集（（１１戸戸））  
町営住宅の入居者を以下のとおり募集します。入居を希望

する方は、建設環境課にある申込用紙に記入し、申し込み
ください。 
 

場    所 久保 富士浦団地 １戸 

構    造 富士浦団地  木造長屋造 １階（２DK） 

所得に応じて 
家    賃 

富士浦団地(月額９，３００～１３，９００円) 
 
【入居者資格】 
①同居親族がいること（ただし、６０歳以上の方、身体障害者等、

特に居住の安定を図る必要があるとして政令で定める方は、
単身での入居が可能です。） 

②所定の方法により算出した収入月額が１５８，０００円以下 
（身体障害者等の方は２１４，０００円以下） 

③現在、住居に困窮していること 
④住所または勤務先が御宿町内であること 
⑤入居申請者または同居予定者が「暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第２条第６項」に規定する暴力団員で
ないこと 

⑥税金の滞納がないこと 
※申し込まれた方の困窮度により選考します。また、御宿町在住

の方を優先します。 
【受付期間】１０月２６日（月）～１１月６日（金） ※土・日・祝日を除く 
【入居時期】１１月中旬（予定） 
【問い合わせ】建設環境課建設水道班 TEL６８－６６９４ 
 
お知らせ   

１１１１月月ののＢＢ＆＆ＧＧ健健康康運運動動教教室室  
○ステップエアロビクス  ６日（金）、２０日（金） 
○かんたんエアロビクス １３日（金）、２７日（金） 

 （各回１４：００から１時間程度です） 
※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 

 
お知らせ   

平平成成２２２２年年度度保保育育所所入入所所  
申申込込受受付付ににつついいてて     

平成２２年４月１日から新たにお子さんの保育所への入所を
希望される方の申込受付を開始します。希望者は、申込書に
必要書類を添付のうえ申し込みください。 

なお、今回の申し込みは書類の受付のみ実施し、入所する
お子さんの面接などは後日行います。  

※すでに入所しており小学校就学時までの入所承諾を受けて
いる方は申し込みの必要はありません。 

 
【受付日程】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【入所資格】町内在住で生後６か月以上の「日中家庭において

保育する人」のいない乳幼児  
【必要書類】 

○入所申込書 
（保健福祉課または各保育所に用意してあります） 

○保育を必要とする書類 
（例：勤務証明書、母子手帳の写し、身体障害者手帳の写し、

医師の診断書の写しなど）  
【選考方法】基準に基づき、家庭保育の困難な乳幼児から順に

決定します。  
【問い合わせ】保健福祉課福祉介護班 TEL６８－６７１６ 

 
募 集  

いいすすみみ鉄鉄道道ウウォォーーククララリリーー大大会会  
参参加加者者募募集集  

鉄道沿線の自然や歴史、文化等を再発見し、健康づくりの増進
と併せていすみ鉄道への関心を深めていただくため、子どもから
大人までの幅広い方々を対象として、オリエンテーリングに類似
したウォークラリー大会を開催します。コマ図に従ってチェック
ポイントでの課題や観察ゾーンにおける問題解決など、グループ
（２～６名）で行動し、時間得点や問題得点の合計で競うゲーム
です。参加にあたっては、いすみ鉄道利用（場合によりいすみ鉄道
大原駅の入場券）が条件となります。 
【期日】１１月２９日（日） 小雨決行 
【集合場所】いすみ鉄道 大原駅  
【費用】１名４００円（小学生までは２００円） 
【集合時間】８：３０（受付、ルール説明後 ９：１０からスタート） 
【定員】１５０名（３０チーム）  
【応募方法】２～６名を１チームとして、申込書にチーム名、参加者

の名前、年齢、住所、電話番号（代表者のみ）を記入のうえ、 
１１月１８日までにいすみ鉄道ウォークラリー大会事務局若しくは
役場４階企画財政課へ直接またはＦＡＸで申し込みください。
申込書は、企画財政課窓口に用意してあります。 

※小学生だけのチームは、大人が１名付き添って参加してください。 
【応募先・問い合わせ】 
いすみ鉄道ウォークラリー大会事務局（大多喜町企画商工観光課内） 

TEL８２－２１１１ FAX８２－４４６１ 
企画財政課  TEL６８－２５１２ FAX６８－３２９３ 
 
お知らせ 

いいすすみみ市市大大原原聖聖苑苑（（火火葬葬場場））使使用用料料  
のの納納付付方方法法がが変変わわりりまますす  

いすみ市大原聖苑（火葬場）の使用料について、平成２１年
１１月１日から申請（死亡届出）の際に御宿町役場会計室にて納付
していただくこととなります。申請の際は、ご注意ください。 
※閉庁時は、宿日直にて「預かり書」を発行します。また「領収書」

については、後日送付します。  
【使用料】死亡者または届出人が 

○御宿町またはいすみ市に住所がある場合 
大人 １５，０００円  小人 １０，０００円（１２歳未満） 

○上記以外の場合 
大人 ３０，０００円  小人 ２０，０００円（１２歳未満） 

※使用料金の変更はありません。 
【問い合わせ】税務住民課 TEL６８－６６９５ 

受付日 場　所 時　間 対　象　者

保健福祉課 8：30～17：30

岩和田保育所

御宿保育所

岩和田保育所

御宿保育所

平成２２年４月から
新たに保育所入所
を希望する方

7：30～17：30

１１月１４日（土） 7：30～11：30

１１月９日（月）
     ～１３日（金）



  
お知らせ 
 

千千葉葉県県職職員員採採用用セセミミナナーー  
県では、県職員（上級・資格免許職（獣医師・薬剤師・保健師））

を目指す方を対象とした説明会を以下のとおり実施します。 
【期日】１１月２４日（火） １３：００～１６：３０ 
【場所】千葉県教育会館 
【内容】試験制度の説明、職員との意見交換、職場見学、個別

相談 
【定員】５００名（当日先着順）  
【問い合わせ】県人事委員会事務局任用課 

TEL０４３－２３１－５８０１ 
 

千千葉葉県県衛衛生生研研究究所所公公開開講講座座  
健康に関する身近な話題を、最新の情報も含めて分かりやすく

お伝えします。 
【期日】１１月２８日（土） １３：３０～１６：３０ 
【場所】ホテルプラザ菜の花 
【内容】 

○講演：「生活習慣病予防について」 
（講師）柳堀朗子さん（衛生研究所健康疫学研究室主幹） 

○講演：「新型インフルエンザについて」 
（講師）海保郁男さん（健康福祉部健康危機対策監） 

【定員】１２０名（申込先着順） 
【申込方法】氏名、電話番号を記入してFAXで申し込みください。

（電話申込可） 
【締め切り】１１月２０日（金）まで 
【問い合わせ】県衛生研究所 TEL０４３－２６６－６７２３ 

FAX０４３－２６５－５５４４ 
 
募 集 
 
県立東金高等技術専門校 

平平成成２２１１年年度度訓訓練練生生募募集集  
【募集内容】 
 
 
 
 
 
【授業料】無料 
【応募先・問い合わせ】県立東金高等技術専門校 

TEL０４７５－５２－３１４８  

  
お知らせ 
 

１１１１月月のの心心配配ごごとと相相談談  
【期日】 ２日（月）［一般・行政・障害者相談］  

２０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】町社会福祉協議会 TEL６８－６７２５ 
 

狩狩猟猟がが始始ままりりまますす  
１１月１５日（日）から平成２２年２月１５日（月）まで狩猟が解禁と

なります。 
狩猟者はマナーを守り、安全な狩猟に努めましょう。また、

ハイキングや農作業など野外で活動する場合は、自分の存在を
狩猟者に知らせるよう、目立つ衣服を着用したり、ラジオを携帯
するなど、事故防止に心掛けましょう。 
【問い合わせ】千葉県自然保護課 TEL０４３－２２３－２９７２ 
 

裁 判 員 制 度 

ままももななくく名名簿簿記記載載通通知知をを発発送送ししまますす  
○裁判員制度実施２年目に向けて 

本年５月２１日から裁判員制度が始まり、これまで円滑に実施
されています。平成２２年分の裁判員候補者名簿については、
全国の地方裁判所で昨年と同様に作成されます。 

 
○裁判員候補者名簿記載通知について 

裁判員候補者名簿に登録された方には、１１月に名簿に登録
されたことの通知（名簿記載通知）をお送りします。この通知は、
平成２２年２月ころから平成２３年２月ころまでの間に裁判所に
お越しいただき、裁判員に選ばれる可能性があることを事前に
お伝えし、あらかじめ心づもりをしていただくためにお送りする
ものです。 

また、裁判員候補者の事情を早期に把握し、回答の内容に
より、明らかに辞退が認められる場合等に裁判所にお越し
いただくことのないようにして、裁判員候補者の負担を軽減
するために調査票をお送りします。（調査票のいずれの項目
にも当てはまらない方は、返送不要です。） 

なお、実際の事件の裁判員候補者に選ばれた場合には、
具体的な裁判の日程を前提に、改めて辞退の希望を伺います。 
裁判員制度にご理解、ご協力をお願いします。 

 
【問い合わせ】千葉地方裁判所 TEL０４３－２２２－０１６５ 

 
お知らせ 
 

誰誰ででももででききるるわわがが家家のの耐耐震震診診断断  
無無料料相相談談会会開開催催  

（社）千葉県建築士事務所協会では、木造住宅の耐震無料
相談会を以下の日程で開催します。なお、相談の際は、住宅の
簡単な図面等を持参してください。 
【期日】１１月１日（日） 
【時間】１３：３０～１６：００ 
【場所】町公民館１階ホール 
【問い合わせ】（社）千葉県建築士事務所協会 

 TEL０４３－２２４－１６４０ 
 

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、以下のとおり公開講座を開講します。

是非ご参加ください。 
○カルチャーセミナー 

【講座名】シェイクスピア「リア王」を読む 
【期  日】１１月２８日（土） １３：３０～１５：００ 
【講座名】写仏～仏を写す～ 
【期  日】１２月５日（土） １３：３０～１５：００ 
【参加費】２講座で１，０００円 

○体験武道教室（小学生以上対象） 
【講座名】楽しい柔道教室 
【期  日】１１月２８日（土） １４：００～１６：００ 
【参加費】１，０００円 

※詳しくは、国際武道大学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 TEL７３－４１１１ 
 
国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑特別企画 

伝伝  統統  のの  古古  典典  菊菊  
【場所】国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑 

（佐倉市城内町１１７） 
【期間】１１月３日（火）～１１月２９日（日） ９：３０～１６：３０ 

休苑日：１１/９（月）・１６（月）・２４（火） 
【料金】個人（高校生以上） １００円 

団体（２０名以上）   ５０円 
※毎週土曜日は、高校生の入苑が無料です 

【問い合わせ】国立歴史民俗博物館 TEL０４３－４８６－０１２３ 

訓練科目 募集定員 応募期間 選考方法 受験資格

左官技術科
１月生（６ヶ月） ８名 １１月２日（月）

～１１月２５日（水）
職業適性
検査・面接

学歴は問い
ません


