
「「「「「「「「子子子子子子子子どどどどどどどどもももももももも手手手手手手手手当当当当当当当当」」」」」」」」のののののののの申申申申申申申申請請請請請請請請ははははははははおおおおおおおお済済済済済済済済みみみみみみみみでででででででですすすすすすすすかかかかかかかか        
 本年４月から始まっている子ども手当ですが、９月３０日までに

申請手続きをされますと、４月分からの手当を受給できますが、

１０月１日以降になると、申請のあった日の翌月からの支給とな

りますのでご注意ください。 

 単身赴任等で、お子さんと別居している方でも受給できる場合

がありますので、詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。 

※中学校修了までのお子さんを養育されている方が支給対象です。 

【【【【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 

日日日日日日日日西西西西西西西西墨墨墨墨墨墨墨墨交交交交交交交交流流流流流流流流４４４４４４４４００００００００００００００００周周周周周周周周年年年年年年年年記記記記記記記記念念念念念念念念ＤＤＤＤＤＤＤＤＶＶＶＶＶＶＶＶＤＤＤＤＤＤＤＤ        

「「「「「「「「絆絆絆絆絆絆絆絆」」」」」」」」をををををををを町町町町町町町町内内内内内内内内全全全全全全全全戸戸戸戸戸戸戸戸配配配配配配配配布布布布布布布布いいいいいいいいたたたたたたたたししししししししまままままままますすすすすすすす        
 町では、昨年度行った日西墨交流４００周年記念事業を

１枚の DVD に編集し、史実伝承の為に町内全世帯へお届け

いたします。 

 なお、各世帯１枚ずつのお届けとなりますが、それ以外でＤＶＤ

を希望される方は、１枚５００円で販売いたします。 

 お求めになる方は以下までご連絡ください。 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】企画財政課 ＴＥＬ６８－２５１２ 

光光光光光光光光ブブブブブブブブロロロロロロロローーーーーーーードドドドドドドドババババババババンンンンンンンンドドドドドドドドササササササササーーーーーーーービビビビビビビビスススススススス        

『『『『『『『『フフフフフフフフレレレレレレレレッッッッッッッッツツツツツツツツ光光光光光光光光』』』』』』』』説説説説説説説説明明明明明明明明会会会会会会会会開開開開開開開開催催催催催催催催        
 町では、住民の皆さんに快適な光ブロードバンドサービスを

ご利用いただくため、光ファイバーによる情報通信基盤を整備

しており、平成２３年春以降、NTT 東日本の光ブロードバンド

サービスとして地上デジタル放送やひかり電話、高速インター

ネット等を町内全域で順次ご利用いただける予定です。 

 つきましては、各種サービスや利用料金・申し込み方法等の

内容について下記のとおり説明会を開催しますので是非お越し

ください。 

【【【【日時日時日時日時】】】】１０月２日（土） 

○岩和田小学校体育館 

○町公民館大ホール 

○町役場大会議室 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】企画財政課 TEL６８－２５１２ 

おおおおおおおおんんんんんんんんじじじじじじじじゅゅゅゅゅゅゅゅくくくくくくくく        
おお知知ららせせ版版  

発行日発行日発行日発行日    平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月１０１０１０１０日日日日        ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ．５６０５６０５６０５６０    

胸胸胸胸胸胸胸胸部部部部部部部部・・・・・・・・大大大大大大大大腸腸腸腸腸腸腸腸検検検検検検検検診診診診診診診診ののののののののおおおおおおおお知知知知知知知知ららららららららせせせせせせせせ        
 胸部（結核・肺がん）検診と大腸がん検診を下記のとおり実施

いたします。 

 以前同じ検査で精密検査となり、病院で経過観察をされている方

は、医師の指示を確認のうえ、受診されますようお願いいたします。 

期　　日 対象地区 会　　場 検診期間

上布施
上布施コミュニティー

消防センター
9:00～11:00

高山田 高山田倉庫 13:00～14:00
七本・実谷 実谷農協倉庫 14:30～15:30

 9:00～11:00
13:00～15:00

六軒町 六軒町消防団詰所  9:00～11:00
岩和田 岩和田青年館 13:00～15:00

浜 9:00～11:00
久保 13:00～15:00
須賀 9:00～11:00
新町 13:00～15:00

10月９日（土） 地区指定なし 町公民館 9:00～11:00

10月６日（水）

10月７日（木） 町公民館

10月８日（金） 町公民館

10月４日（月）

10月５日（火） 御宿台 御宿台集会所

 
※追加日程はありませんので、ご注意ください。 

※対象地区の会場で受診できない場合は他の会場をご利用ください。 

胸部（結核・肺がん）検診（レントゲン検査） 
【【【【対象者対象者対象者対象者】】】】４０歳以上の方（昭和４５年１２月３１日までに生まれた方） 

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】受診票 ※問診事項は事前に記入してください。 

【【【【注注注注意意意意事項事項事項事項】】】】妊娠中の方は受診できません。 

※レントゲン検査は無料です 

※喫煙習慣のある方など肺がんリスクの高い方については、 

希望を確認の上、喀痰喀痰喀痰喀痰（（（（かくたんかくたんかくたんかくたん））））検査検査検査検査を実施いたします。 

なお、喀痰検査は検査費用１，０００円をご負担いただきます。 

大腸がん検診（便潜血反応検査） 
【【【【対象者対象者対象者対象者】】】】４０歳以上の方（昭和４５年１２月３１日までに生まれた方） 

【【【【持持持持ちちちち物物物物】】】】受診票 ※問診事項は事前に記入してください。 

検体（便） （指定の容器に２日分採取したもの） 

検診費用（５００円） 

※昨年度検診を受診した方及び事前にお申し込みをされた方には、

「受診票・問診票」をお送りいたします。 

※「受診票・問診票」が届かない方で検診をご希望の方は、

以下までお申し込みください。 

【【【【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】】】】保健福祉課保健事業班 TEL６８－６７１７ 

編集 御宿町企画財政課 ℡６８－２５１２ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/ 

介介介介介介介介護護護護護護護護予予予予予予予予防防防防防防防防啓啓啓啓啓啓啓啓発発発発発発発発普普普普普普普普及及及及及及及及講講講講講講講講演演演演演演演演会会会会会会会会        
 夷隅地域２市２町の地域包括支援センター連絡会では、下記

のとおり介護予防啓発普及講演会「好きなものをおいしく食べ

たいね！」を開催いたします。 

【【【【日時日時日時日時】】】】１１月１１日（木）１３：１５～１５：１５ ※受付開始１２時 

【【【【場所場所場所場所】】】】いすみ市岬ふれあい会館（大ホール） 

【【【【内容内容内容内容】】】】１．講演「好きなものをおいしく食べたいね！」 

～噛んで、イキイキ、長生き～ 

講師：医療法人社団創和会理事 片倉政子 

２．健康劇等「健口生活をめざして！」 

・寸劇「やだ子ばあちゃんのチャレンジ」 

出演：千葉県歯科衛生士会わかしお支部 

いすみ歯っぴー劇団 

・「みんなで歌おう♪やってみよう健口体操！」 

３．健康レシピ紹介 

提供：夷隅郡市食生活改善連絡協議会 

各市町食生活改善会 

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】ご来場のみなさま全員に「やわらか食」の試食用弁当

（冷凍）を差し上げます。 

【【【【申込期限申込期限申込期限申込期限】】】】１０月２９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】】】】おんじゅく地域包括支援センター窓口 

（御宿町役場２階保健福祉課内）、または電話

にてお申し込みください。 TEL６８－６７１６ 

※身体の不自由な方等を優先に、町公民館発の送迎バスを

運行いたします。定員は２５名です。お申し込みの際にお

知らせください。 

後後後後後後後後期期期期期期期期高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者医医医医医医医医療療療療療療療療保保保保保保保保険険険険険険険険料料料料料料料料のののののののの納納納納納納納納期期期期期期期期ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて        
 後期高齢者医療保険料の３期と４期の納付期限は以下のとおりです。 

第３期 第４期

９月３０日（木） １１月１日（月）

後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

 
※納期限を守り、納め忘れのないようにお願いいたします。 

※身体の不自由な方は、連絡いただければ伺います。 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】保健福祉課保健事業班 TEL６８－６７１７ 

１０：００～１２：００ 

１３：００～１５：００ 

１６：００～１８：００ 



目目目目目目目目のののののののの健健健健健健健健康康康康康康康康無無無無無無無無料料料料料料料料電電電電電電電電話話話話話話話話相相相相相相相相談談談談談談談談        
 １０月１０日（日）は「目の愛護デー」です。 

 愛護デーにあわせて、１１日（月）に目の健康相談について

千葉県眼科医会員がお答えいたします。 

【【【【日時日時日時日時】】】】１０月１１日（月） ９：００～１６：００ 

【【【【相談電話番号相談電話番号相談電話番号相談電話番号】】】】０４３－２４２－４２７１（当日のみ） 

※事前申込は必要ありません。 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】千葉県眼科医会事務局 TEL０４３－２７５－２３５４ 

夷夷夷夷夷夷夷夷隅隅隅隅隅隅隅隅特特特特特特特特別別別別別別別別支支支支支支支支援援援援援援援援学学学学学学学学校校校校校校校校文文文文文文文文化化化化化化化化祭祭祭祭祭祭祭祭開開開開開開開開催催催催催催催催        
 夷隅特別支援学校では、「いすみ祭」と称し以下のとおり文化祭

を開催いたします。 

 どなたでも入場できますので、ぜひご来場ください。 

【【【【日時日時日時日時】】】】１０月２日（土） ９：３０～１４：３０ 

【【【【場所場所場所場所】】】】いすみ市楽町３０－１ 千葉県夷隅特別支援学校 

【【【【催催催催しししし内容内容内容内容】】】】小学部：遊びの広場（ミニゲーム大会等） 

中学部：ミュージカル、作業製品頒布 

高等部：作業製品頒布、各催し物 

P T A ：模擬店、バザー等 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】夷隅特別支援学校 TEL８６－４１１１ 

危危危危危危危危険険険険険険険険物物物物物物物物取取取取取取取取扱扱扱扱扱扱扱扱者者者者者者者者試試試試試試試試験験験験験験験験のののののののの実実実実実実実実施施施施施施施施        
 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部では、危険物

取扱者試験を以下のとおり実施いたします。 

【【【【試験日時試験日時試験日時試験日時】】】】１１月２８日（日）１０：００～ 

【【【【試験種類試験種類試験種類試験種類】】】】甲種、乙種前類（第１類から第６類）、丙種 

【【【【試験会場試験会場試験会場試験会場】】】】国際武道大学 （勝浦市新官８４１） 

【【【【受付期間受付期間受付期間受付期間】】】】１０月５日（火）～１４日（木） ９：３０～１６：３０ 

（土・日・祝日を除く） 

【【【【受付受付受付受付・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】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 

TEL８０－０１３２ 

※受験願書等の必要な書類は消防本部、勝浦・大原消防署 

及び御宿・大多喜・夷隅・岬分署に用意されております。 

全全全全全全全全国国国国国国国国交交交交交交交交通通通通通通通通安安安安安安安安全全全全全全全全運運運運運運運運動動動動動動動動ののののののののおおおおおおおお知知知知知知知知ららららららららせせせせせせせせ        
 秋の全国交通安全運動が下記の日程で行われます。 

 交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し、交通安全

に努めましょう。 

【【【【期間期間期間期間】】】】９月２１日（火）～９月３０日（木） 

【【【【スローガンスローガンスローガンスローガン】】】】 ～～～～安心安心安心安心をををを    光光光光でででで届届届届けるけるけるける    反射材反射材反射材反射材～～～～ 

公公公公公公公公証証証証証証証証役役役役役役役役場場場場場場場場無無無無無無無無料料料料料料料料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        
 日本公証人連合会では１０月１日（金）から７日（木）の公証週間

にあわせて、公証役場無料相談所を開設いたします。 

 相談は無料です。お気軽にご利用下さい。 

【【【【日時日時日時日時】】】】①：１０月１日（金） ９：３０～１２：００ 

茂原市道表１ 

茂原市役所５階 ５０４会議室にて 

②：１０月２日（土） １０：００～１６：００ 

茂原市茂原６４０－１０ 地奨第３ビル２階 

茂原公証役場にて 

 ※両日とも予約制 

【【【【内容内容内容内容】】】】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等作成の相談。 

【【【【相談員相談員相談員相談員】】】】茂原公証役場 公証人 中村敏夫 

【【【【予約予約予約予約・・・・問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】茂原公証役場 TEL０４７５－２２－５９５９ 

無無無無無無無無料料料料料料料料調調調調調調調調停停停停停停停停相相相相相相相相談談談談談談談談        
 千葉地方・家庭裁判所一宮支部内調停協会では、調停委員によ

る無料調停相談を実施いたします。 

 調停とは、裁判所の調停委員が、問題解決のため間に入り、

話し合いにより解決を図っていく制度です。 

 金銭・土地・建物・交通事故・離婚・扶養・相続などのお悩みごと等で

お困りの方は、解決の糸口を見つけてみませんか。 

 相談は無料。秘密は守られます。お気軽にご利用ください。 

【【【【日時日時日時日時】】】】１０月３日（日） １０：００～１５：００ 

【【【【場所場所場所場所】】】】勝浦市出水１２９７－２ 勝浦市集会所 

※当日直接会場へお越しください。 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】千葉地方・家庭裁判所一宮支部 

TEL０４７５－４２－３５３１ 

無無無無無無無無料料料料料料料料労労労労労労労労災災災災災災災災相相相相相相相相談談談談談談談談会会会会会会会会        
 千葉県労災職業病対策連絡会では以下のとおり無料相談会

を開催いたします。 

【【【【日時日時日時日時】】】】９月２５日（土） 

【【【【会場会場会場会場】】】】千葉市中央コミュニティーセンター６階 ６１講義室 

【【【【対応者対応者対応者対応者】】】】弁護士、社会保険労務士、ソーシャルワーカー等 

※予約は不要で、当日受付いたします。 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】千葉中央法律事務所 ＴＥＬ０４３－２２５－４５６７ 

平平平平平平平平成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２年年年年年年年年度度度度度度度度後後後後後後後後期期期期期期期期技技技技技技技技能能能能能能能能検検検検検検検検定定定定定定定定        
 千葉県職業能力開発協会では以下のとおり技能検定を実施

いたします。 

【【【【等級等級等級等級】】】】特級（該当職種）、1 級、２級、３級（一部職種）及び単一等級 

【【【【職種職種職種職種】】】】４９職種５３作業 

機会保全、建築大工、配管、和裁、パン製造、菓子製造、

金型製作、工場板金、めっき、ロープ加工、機械検査、

電気機器組み立て、半導体製品製造、自動販売機調整、

鉄道車両製造・整備、空気圧装置組み立て、油圧装置調整、

縫製機器整備、農業機器整備、冷凍空気調和機器施行、

婦人子供服製造、プラスチック成型、強化プラスチック成型、

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、電気製図、

テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図、鍛造、

金属材料試験、塗装、エーエルシーパネル施工、バルコ

ニー施工、特級（該当全職種） 

【【【【受験資格受験資格受験資格受験資格】】】】原則として各職種とも所定の実務経験が必要 

【【【【受験費用受験費用受験費用受験費用】】】】実技１６，５００円 

学科３，１００円 

【【【【受付期間受付期間受付期間受付期間】】】】９月２７日（月）～１０月８日（金） 

【【【【試験日程試験日程試験日程試験日程】】】】平成２２年１１月２９日（月）～平成２３年２月２０日（日）

の間の指定する日 

【【【【合格発表合格発表合格発表合格発表】】】】平成２３年３月１５日（火） 

【【【【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】】】】〒２６１－００２６ 

千葉県千葉市美浜区幕張西４－１－１０ 

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 

※詳しくはホームページを参照いただくか、お問い合わせください。 

ああああああああかかかかかかかかねねねねねねねね園園園園園園園園ババババババババザザザザザザザザーーーーーーーーのののののののの開開開開開開開開催催催催催催催催        
 あかね園では、以下のとおりバザーを開催いたします。 

 皆様の来園をお待ちしております。 

【【【【日時日時日時日時】】】】１０月１６日（土） １１：００～１５：００  （雨天決行） 

【【【【場所場所場所場所】】】】あかね園 （いすみ市山田５９０１） 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ】】】】あかね園 ６６－０６００ 

※ご不要な品物等ございましたら上記にご連絡ください。 

引き取りに伺います。 


