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 下表に記載している各種手当を受給中の方は、８月以降の

手当の受給資格審査を行いますので、現況届・所得状況届等

に必要書類を添えて保健福祉課まで提出してください。 

 手当てを受給中の方には、７月末に書類をお送りしますので、

忘れずに提出をお願いいたします。 
手当の名称 提出期間

児 童 扶 養 手 当    H22.8. 2（月）～H22.8.31（火）
特別児童扶養手当    H22.8.11（水）～H22.9.10（金）
特別障害者手当    H22.8.11（水）～H22.9.10（金）
障害児福祉手当    H22.8.11（水）～H22.9.10（金）  

 期間内に提出がない場合は８月以降の手当の受給が遅れる

場合がありますのでご注意ください。 

※新規に認定請求される方は、手続きが異なりますので、

保健福祉課までご相談ください。 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】保健福祉課福祉介護班 ＴＥＬ６８－６７１６ 

８８８８８８８８月月月月月月月月ののののののののＢＢＢＢＢＢＢＢ＆＆＆＆＆＆＆＆ＧＧＧＧＧＧＧＧ健健健健健健健健康康康康康康康康運運運運運運運運動動動動動動動動教教教教教教教教室室室室室室室室        
 次の日程で健康運動教室を行います。教室は１時間程度です。

どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。 

○アクアビクス 平成２２年８月６日（金）・２０日（金）・２７日（金） 

１４時からプールで行います。 

※保険については、各自で加入をお願いいたします。 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】Ｂ＆Ｇ海洋センター ＴＥＬ６８－４１４３ 

町町町町町町町町国国国国国国国国際際際際際際際際交交交交交交交交流流流流流流流流協協協協協協協協会会会会会会会会講講講講講講講講演演演演演演演演会会会会会会会会開開開開開開開開催催催催催催催催        
 町国際交流協会では「メキシコを知ろう！今日のメキシコは」を
テーマに講演会を開催いたします。 
 気軽に聞けるお話です、ぜひご参加ください。 
【【【【講師講師講師講師】】】】河嶋 正之氏 

日本貿易振興機構役員（メキシコ所長歴任） 
【【【【日時日時日時日時】】】】平成２２年８月７日（土） １４：００～ 
【【【【場所場所場所場所】】】】町役場大会議室 
【【【【内容内容内容内容】】】】８年間のメキシコ滞在経験者による、メキシコの人・生活・

経済・歴史について、わかりやすくお話しいたします。 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】町国際交流協会（産業観光課内）ＴＥＬ６８－２５１３ 

労労労労労労労労働働働働働働働働力力力力力力力力調調調調調調調調査査査査査査査査ににににににににごごごごごごごご協協協協協協協協力力力力力力力力をををををををを        
 総務省統計局と千葉県では、毎月労働力調査を実施しています。 
 この調査は、国の経済政策や雇用対策などの基礎資料を得る
ことを目的とした重要な調査です。総務省が毎月公表している
『完全失業率』はこの調査を元に発表されます。 
 御宿町では８月が調査期間です。対象となったご世帯には、
調査員が伺いますので、ご協力をお願いいたします。 
【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】千葉県総合企画部統計課 TEL０４３－２２３－２２２０ 

平平平平平平平平成成成成成成成成２２２２２２２２３３３３３３３３年年年年年年年年度度度度度度度度採採採採採採採採用用用用用用用用町町町町町町町町職職職職職職職職員員員員員員員員をををををををを募募募募募募募募集集集集集集集集ししししししししまままままままますすすすすすすす        
【【【【採用予定人員等採用予定人員等採用予定人員等採用予定人員等】】】】    

試験職種 採用予定 受験資格

一般事務（上級） ２名
昭和５７年４月２日から
平成元年４月１日までに生まれた方で、学歴を問わない

保 育 士 １名
昭和５７年４月２日から
平成３年４月１日までに生まれた方で、
資格を有する方又は平成２３年３月末までに資格取得の見込みの方  

【【【【受付期間受付期間受付期間受付期間】】】】    

平成２２年８月２日（月）～８月１３日（金） 

※郵送可（８月１３日消印のものまで受け付けます） 

【【【【受験手続受験手続受験手続受験手続】】】】    
 所定の申込書に必要事項を記入のうえ、総務課（４Ｆ）へ提出
してください。 
※申込書は総務課で配布しています。 
※郵送を希望する方は、１２０円切手を貼った返信用封筒を同封し、
『採用試験申込希望』と明記して総務課まで送付してください。 

【【【【第一次試験第一次試験第一次試験第一次試験】】】】平成２２年９月１９日（日） 町役場にて 

試験区分 一時試験科目等

一般事務（上級） 教養試験（大卒程度）、専門試験
保 育 士 教養試験（短大卒程度)、専門試験  

【【【【第二次試験第二次試験第二次試験第二次試験】】】】面接など後日実施 

※日程等は第一次試験合格者に別途通知いたします。 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】総務課 ＴＥＬ６８－２５１１ 

親親親親親親親親とととととととと子子子子子子子子のののののののの料料料料料料料料理理理理理理理理教教教教教教教教室室室室室室室室開開開開開開開開催催催催催催催催        
町食生活改善会では、毎年「親と子の料理教室」を開催して

います。料理を通して親子のふれあいをもち、「楽しく」「おいしく」
食べることの大切さを見直してみましょう。 

みなさんのご参加をお待ちしています。 
【【【【日時日時日時日時】】】】平成２２年８月２２日（日） ９：００～１３：００ 

【【【【場所場所場所場所】】】】町公民館 

【【【【内容内容内容内容】】】】講話・調理実習 

【【【【対象対象対象対象】】】】町内の小学生とその保護者（家族） 

【【【【定員定員定員定員】】】】先着１５組 

【【【【費用費用費用費用】】】】無料 

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】エプロン、三角巾、手ふきタオル、筆記用具、内履き 

【【【【申込締申込締申込締申込締切切切切】】】】８月１３日（金） 

【【【【申込申込申込申込・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】町食生活改善会（保健福祉課内） 

ＴＥＬ６８－６７１７ 

千千千千千千千千葉葉葉葉葉葉葉葉県県県県県県県県生生生生生生生生涯涯涯涯涯涯涯涯大大大大大大大大学学学学学学学学校校校校校校校校外外外外外外外外房房房房房房房房学学学学学学学学園園園園園園園園作作作作作作作作品品品品品品品品展展展展展展展展示示示示示示示示会会会会会会会会        
 外房学園では、各学生の学習の成果を発表する場として展示
会を開催いたします。 
 無料で入場できますので、ぜひご覧ください。 
【【【【日時日時日時日時】】】】平成２２年８月２０日（金）～２３日（月） 

１０：００～１６：００ 
【【【【場所場所場所場所】】】】外房学園茂原校舎 茂原市小轡３１９－１ 
【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】外房学園 ＴＥＬ０４７５－２５－８２２８ 

竹竹竹竹竹竹竹竹細細細細細細細細工工工工工工工工教教教教教教教教室室室室室室室室開開開開開開開開催催催催催催催催        
 町歴史民俗資料館では、竹細工教室を開催いたします。教室
では青竹を利用した水鉄砲を作ります。ぜひご参加ください。 
【【【【日時日時日時日時】】】】平成２２年８月２２日（日） １３：３０～ 
【【【【場所場所場所場所】】】】町歴史民俗資料館前駐車場（雨天時公民館） 
【【【【対象対象対象対象】】】】町内の小学生 
【【【【持持持持物物物物】】】】切り出しナイフ（お持ちの方のみ）・はさみ・着替え 

※随時水分補給ができるよう水筒等もご持参ください。 
【【【【参加費参加費参加費参加費】】】】材料費として３００円 
【【【【申込締切申込締切申込締切申込締切】】】】８月１４日（土） 
【【【【申込申込申込申込・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】町歴史民俗資料館 ＴＥＬ６８－４３１１ 

飲飲飲飲飲飲飲飲酒酒酒酒酒酒酒酒運運運運運運運運転転転転転転転転根根根根根根根根絶絶絶絶絶絶絶絶ににににににににごごごごごごごご協協協協協協協協力力力力力力力力をををををををを        
 県内で飲酒運転による交通事故が増加傾向にあります。車を運
転して飲食店でお酒を飲む場合は以下のことを守ってください。 
◇お酒を飲まない運転者（ハンドルキーパー）を決める 
◇運転代行を依頼する 

 また、以下のことは法律に違反する悪質な行為です。絶対にや
めましょう。 
◆お酒を飲んでいる人に車を貸すことや、車の運転を依頼し

て同乗すること 
◆運転者にお酒を提供すること 

※お酒を販売する側も注意喚起する等、飲酒運転根絶に
ご協力をお願いいたします。 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】いすみ警察署交通課 ＴＥＬ６２－０１１０（代表） 

心心心心心心心心配配配配配配配配ごごごごごごごごとととととととと相相相相相相相相談談談談談談談談所所所所所所所所のののののののの開開開開開開開開設設設設設設設設        
 ８月の心配ごと相談所は以下のとおりです。 

 お気軽にご利用ください。 
開催日 場所 相談内容

平成２２年８月２日(月） 地域福祉センター
一般相談・行政相談
障害者相談

平成２２年８月２３日（月） 地域福祉センター 一般相談・人権相談  

※相談時間は、９：００～１２：００までです。 

【問い合わせ】町社会福祉協議会 TEL６８－６７２５ 



 

夷夷夷夷夷夷夷夷隅隅隅隅隅隅隅隅郡郡郡郡郡郡郡郡市市市市市市市市広広広広広広広広域域域域域域域域市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村圏圏圏圏圏圏圏圏事事事事事事事事務務務務務務務務組組組組組組組組合合合合合合合合        

平平平平平平平平成成成成成成成成２２２２２２２２３３３３３３３３年年年年年年年年度度度度度度度度採採採採採採採採用用用用用用用用『『『『『『『『消消消消消消消消防防防防防防防防職職職職職職職職員員員員員員員員』』』』』』』』募募募募募募募募集集集集集集集集        
【受付】平成２２年８月２日（月）～１３日（金） 

８：３０～１７：１５ 

※郵送の場合は、８月１３日当日消印有効 

【【【【採用予定人数採用予定人数採用予定人数採用予定人数】】】】    

・３名程度 

【【【【試験方法試験方法試験方法試験方法】】】】    

・一次試験：教養試験・作文試験・体力試験 

・二次試験：面接試験 

【【【【提出書類提出書類提出書類提出書類】】】】    

①職員採用試験申込書 

②健康診断証明書 

※組合指定のものまたは、同様のもので 

提出日前３ヶ月以内のもの 

③履歴書 

④成績証明書 

⑤卒業（見込）証明書 

※③から⑤については２次試験までに提出 

【【【【申込申込申込申込・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】    

〒２９９－５２２５ 

千葉県勝浦市墨名８１５－５６ 

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 

総務課 庶務係 

ＴＥＬ ７０－２０００ 

【【【【試験日程試験日程試験日程試験日程】】】】    
日時 会場

一次試験
平成２２年９月１９日（日）
午前１０時
（受付は９時から）

大多喜町中央公民館
夷隅郡大多喜町大多喜４８６－３

二次試験 平成２２年１１月上旬 一次試験合格者に別途通知  

【【【【採用基準採用基準採用基準採用基準】】】】    

高等学校卒業程度の学力を有する者
昭和６１年４月２日から
平成５年４月１日までに生まれた者

身 長
おおむね１６０ｃｍ
女子にあたってはおおむね１５５ｃｍ以上

体 重
おおむね５０ｋｇ
女子にあたってはおおむね４５ｋｇ以上

視 力
矯正視力を含み、両眼で０．８以上、
かつ一眼でそれぞれ０．５以上で
赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること。

聴 力 左右とも正常であること

握 力
左右とも３５ｋｇ
女子にあたっては２５ｋｇ以上

そ の他

１．身体の各関節が正常であること
２．言語が明瞭で充分発音ができること
３．神経機能及び神経系統に異常がないこと
４．結核性疾患、感染症疾患及び
    その他疾患がないこと
１．日本国籍を有しない者
２．成年被後見人又は被保佐人
    （準禁治産者を含む）
３．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで
　　又はその執行を受けることがなくなるまでの者
４．当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、
　　当該処分の日から２年を経過しない者
５．日本国憲法施行の日以後において、
    日本国憲法又はその下に成立した政府を
    暴力で破壊することを主張する政党・その他団体を結成し、
　　又はこれに加入した者

身

体

状

態

不適格基準

受験資格
学　力

年　齢

 

救救救救救救救救急急急急急急急急法法法法法法法法講講講講講講講講習習習習習習習習会会会会会会会会のののののののの参参参参参参参参加加加加加加加加者者者者者者者者募募募募募募募募集集集集集集集集        

 町社会福祉協議会と赤十字奉仕団では、

町民の方を対象とした緊急時の救急法講習

会を下記日程で開催いたします。 

【【【【日時日時日時日時】】】】平成２２年８月２６日（木） 

９：００～１５：００ 

【【【【場所場所場所場所】】】】町地域福祉センター 

【【【【内容内容内容内容】】】】午前：非常食の作り方 

災害時の基礎知識 

午後：災害時に役立つ救急法 

※午前中に作った非常食を昼食とします。 

【【【【申込締切申込締切申込締切申込締切】】】】平成２２年８月２０日（金）まで 

【【【【申込申込申込申込・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】    

町社会福祉協議会 

ＴＥＬ ６８－６７２５ 

商商商商商商商商店店店店店店店店街街街街街街街街にににににににに休休休休休休休休憩憩憩憩憩憩憩憩所所所所所所所所をををををををを開開開開開開開開設設設設設設設設        

 町では雇用対策事業を活用して、商店街

に無料休憩所を開設いたします。 

 買物の際の休憩、知人との待ち合わせや、

グループでの会合等にもご利用いただけます。

お気軽にご利用ください。 

 店舗内では、ご利用の案内をさせていた

だきます。 

【【【【場所場所場所場所】】】】新町５０６－１ハナフジ店舗 

（おんじゅく屋） 

【【【【時間時間時間時間】】】】９：００～１７：００ 

【【【【期間期間期間期間】】】】平成２２年８月６日～２３年３月３１日 

※木曜定休日 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】町商工会 ＴＥＬ６８－２８１８ 

    

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度「「「「子宮子宮子宮子宮がんがんがんがん検診検診検診検診」」」」のののの実施実施実施実施    

＊＊＊＊子宮子宮子宮子宮がんがんがんがん検診検診検診検診をををを下記下記下記下記のとおりのとおりのとおりのとおり実施実施実施実施いたしますいたしますいたしますいたします。。。。※※※※予約予約予約予約はははは必要必要必要必要ありませんありませんありませんありません。。。。    

    

    

【対象者】２0 歳以上の女性（平成２年 12 月 31 日までに生まれた方） 

【場 所】町保健センター 

【持ち物】①申込み票（住所・氏名等が記入されている用紙） 

②受診票 

③受診費用（1,000 円）  

【服 装】スカートを着用してください。 

【注意事項】以下の病気で現在治療中の方は受診できません。病院での受診をお願いします。 

     ・カンジダ  ・トリコモナス 

期期期期        日日日日    8888 月月月月 2222００００日日日日（（（（金金金金））））    8888 月月月月 2222６６６６日日日日（（（（木木木木））））    

受付時間受付時間受付時間受付時間    13131313：：：：00000000    ～～～～    15151515：：：：00000000    

対象地区対象地区対象地区対象地区    須賀須賀須賀須賀・・・・浜浜浜浜・・・・高山田高山田高山田高山田・・・・久保久保久保久保・・・・新町新町新町新町    六軒町六軒町六軒町六軒町・・・・岩和田岩和田岩和田岩和田・・・・実谷実谷実谷実谷・・・・七本七本七本七本・・・・上布施上布施上布施上布施・・・・御宿台御宿台御宿台御宿台    

岩和田消防庫前 13：20 
高山田 西琳寺前 

高山田消防庫前    
13：20 六軒町 越川商店前 

六軒町 藤江商店前     
13：25 

第
一
便 

保健保健保健保健センターセンターセンターセンター到着到着到着到着    13：：：：30 

第
一
便 

保健保健保健保健センターセンターセンターセンター到着到着到着到着    13：：：：30 

久保区民館入口（タバコ店前） 

新町消防庫前 
13：40 

上布施コミュニティ消防センター前 

新久井青年館前 

石が原 旧バス停前  

13：40 

実谷 吉野商店前（向側） 

御宿町浄水場前 

実谷上 旧バス停前    

13：45 御宿郵便局前（多目的広場側） 

浜 ホテルニューハワイ前 

浜青年館前（向側） 

須賀 ニュー日の丸前    

13：45 
広域消防御宿分署前（向側）  

西武プロパティーズ 

御宿台営所駐車場    

13：50 

第
二
便 

保健保健保健保健センターセンターセンターセンター到着到着到着到着    13：：：：50 

第
二
便 

保健保健保健保健センターセンターセンターセンター到着到着到着到着    13：：：：55 

送迎送迎送迎送迎バスバスバスバス    

運行予定運行予定運行予定運行予定 

＊＊＊＊    送送送送りのりのりのりの車車車車はははは、、、、ごごごご利用利用利用利用のののの方方方方のののの状況状況状況状況によりによりによりにより随時運行随時運行随時運行随時運行いたしますいたしますいたしますいたします。＊。＊。＊。＊    

☆ 対象地区は目安ですので、ご都合によりいずれの日でも受診できます。 

☆ 昨年度受診した方及び事前に申し込みをされた方には、「申込み票」「受診票」をお送りいたします。 

☆ 受診票の送付がない方で、受診を希望される場合は保健福祉課までお申し込みください。 

【申込・問い合わせ】保健福祉課保健事業班 ＴＥＬ68ー6717 
 


