
 
第５７回「御宿町敬老会」開催 

町公民館において「御宿町敬老会」を開催します。 
当日は、真木順子さんと御宿児童合唱団による歌唱や、地元

ボランティアの演芸を予定しています。７０歳以上の皆さんは、お
誘い合わせの上ご参加ください。 
【日時】９月１３日（金） 式典１１：３０～ 

演芸１２：２０～ 
※式典から参加する方にはお飲み物と軽食を用意しています。 
○当日は以下のとおり送迎バスを運行します。ご利用ください。 

※送りのバスは敬老会終了後随時運行します。 
【問い合わせ】保健福祉課福祉介護班 TEL６８－６７１６ 
 

「心配ごと相談所」の開設について 
９月の心配ごと相談所は以下のとおりです。 

※相談時間は、９：００～１２：００です。 
【問い合わせ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ６８－６７２５ 
 

第４回「秋の生き活きフェア」開催 
地域の皆さんにハンディキャップを持つ人たちへの理解を深め

てもらうため、長生・夷隅郡市の福祉施設が販売会を実施します。 
【日時】８月３１日（土）～９月１日（日） １０：００～２０：００ 
【場所】茂原ショッピングプラザ アスモ 
【主催】長生・夷隅地区福祉施設連絡協議会 
【問い合わせ】障害者支援施設 青松学園 

TEL０４７５-４２-３８６９ 
FAX０４７５-４２-３４１３ 
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平成２５年住宅・土地統計調査に 
ご協力をお願いします 

総務省では、住宅や土地の保有状況および世帯の居住状況
等の実態を調査し、住生活に関連する施策の基礎資料とする
ため、住宅・土地統計調査を実施します。 

調査員証を携帯した調査員が８月下旬から調査区内を巡回
し、９月下旬に調査対象となった世帯を訪問しますので、調査
にご協力をお願いします。 
【調査期日】平成２５年１０月１日現在 
【調査対象】平成２２年国勢調査の調査区から選定された住戸・

世帯 
【回答方法】調査票への記入またはインターネットによる回答

（インターネットによる回答の場合は、調査員による
調査票の回収はありません。） 

【結果の公表】総務省統計局において、調査後２年以内にイン
ターネットへの掲載等により公表されます。 

【問い合わせ】企画財政課 TEL６８－２５１２ 
 

住民基本台帳カードの更新について 
住民基本台帳カード（住基カード）の有効期限は、発行日か

ら１０年となっており、平成１５年に交付を受けた方はまもなく有
効期限を迎えます。有効期限を経過すると、身分証明や届出
等に使用できなくなります。券面に記載された有効期限を確認
し、更新が必要な場合は役場税務住民課住民班にて手続きを
お願いします。 
※住基カード内に別途組み込んだ公的個人認証がある方は

電子証明書のみ利用が可能です。（電子証明書の有効期
限まで） 

【住基カードの更新に必要なもの】 
1．現在お持ちの有効な住基カード 
2．本人写真（ご希望のカードの種類により必要となります） 
3．発行手数料５００円 

【受付時間】９：００～１６：００（土曜、日曜、祝日を除く） 
【問い合わせ】税務住民課住民班  TEL６８－６６９５  

防火管理講習のご案内 
消防法施行規則第２条の３で定める防火管理者として必要な

資格を取得するための講習を一般財団法人日本防火・防災協
会の主催にて、以下のとおり実施します。 
【講習日】１０月１７日（木）・１８日（金）の２日間 
【講習会場】ホテル一宮シーサイドオーツカ 

（長生郡一宮町一宮１００００番地） 
【受講料】６，０００円（テキスト含む） 
【定員】２００人（先着順） 
【受付用紙】９月１２日（木）～１３日（金） 
【申込方法】申込用紙に必要事項を記入の上、一般財団法人

千葉県消防設備協会にＦＡＸ送信または同協会の
窓口に直接持参してください。 

【申込用紙】消防本部または最寄りの消防署や分署にて入手
できます。また、一般財団法人日本防火・防災協
会のホームページからダウンロードできます。 

【問い合わせ】夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部 
予防課指導係 TEL８０－０１３２ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ６８－２５１２ 

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

登校時の避難訓練の実施について 
 町・布施学校組合教育委員会では、小中学生を対象として、
登校時における大地震の発生及び津波警報の発令を想定した
避難訓練を以下のとおり実施します。 
 訓練を安全に実施するため、子ども達の見守りにご協力くださ
い。 
※当日は訓練用の防災無線を放送します。ご注意ください。 
【日時】９月６日（金） ７：４０～８：１５（予定） ※雨天実施 
【場所】各小中学校通学路 
【問い合わせ】町・布施学校組合教育委員会 TEL６８－２５１４  

自動車税(県税)の 
会計室窓口での納付状況 

役場会計室での自動車税の納付につきまして、多くの皆さん
にご協力いただき、ありがとうございました。 

７月３１日現在の町での取り扱い状況は、以下のとおりです。 
【取扱件数】５２４件 
【納付額】１９，５１７，２００円 
【県からの手数料交付見込額】３９０，３４４円 
【問い合わせ】会計室 TEL６８－６６９１ 
 

９月のＢ＆Ｇ健康運動教室 
町Ｂ＆Ｇ海洋センターでは、以下のとおり健康運動教室を実

施します。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。 
※保険の加入は任意です。各自で加入をお願いします。 
【日時】各教室とも１４：００～ １時間程度 

○かんたんエアロビクス  ６日（金）・２０日（金） 
○ステップエアロビクス  １３日（金）・２７日（金） 

【問い合わせ】町Ｂ＆Ｇ海洋センター TEL６８－４１４３ 
 
「なかよし動物フェスティバル 

２０１３」開催 
 県動物愛護センターでは、動物愛護週間行事の１つとして、
以下のとおり「なかよし動物フェスティバル２０１３」を開催します。
ぜひご参加ください。 
【日時】９月２２日（日） １０：００～１５：００ 
【場所】千葉県動物愛護センター 

（千葉県富里市御料７０９－１） 
【内容】動物愛護教室、動物愛護紙芝居、乗馬体験、地元特産

品販売、動物ちぎり絵をやってみよう、チーバくんと写真
撮影 他 

【問い合わせ】千葉県動物愛護センター 
TEL０４７６－９３－５７１１ 
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/aigo/ 

開催日 場所 相談内容

９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

９月２０日（金） 地域福祉センター 一般相談・人権相談

西武プロパティーズ
御宿台営業所

１０：１０ 新久井青年館 １０：２０ 岩和田消防庫 １１：００

七本集会所 １０：１５ 立山公民館 １０：２５ 魚秀前 １１：０５

実谷上旧バス停 １０：２０ 上布施消防団詰所 １０：３０ 町公民館（会場） １１：１０

実谷浄水場 １０：２５ 新宿井上鉄工所前 １０：３３

吉野商店前 １０：３０ 高山田消防庫 １０：３５

石が原旧バス停 １０：３５ 町公民館（会場） １０：４０

西琳寺前 １０：４０ 漁協御宿支所 １１：００

町公民館（会場） １０：４５ 町公民館（会場） １１：１０

岩和田・六軒町方面御宿台・七本・実谷方面 上布施・高山田・浜方面

http://www.pref.chiba.lg.jp/aigo/


 「シルバー人材バンク」会員募集 
定年退職者など高齢者の皆さんが、今までの経験、能力などを生かして、働きながら地域に貢

献し、生きがいを持って生活できることを目的とした「シルバー人材バンク」の会員を募集してい
ます。皆さんの会員登録をお待ちしています。 
【「シルバー人材バンク」とは】 
会員登録された方に、シルバー人材バンクに依頼のあった仕事を登録内容に応じ紹介するもの
です。  
【仕事の内容】                     【会員になるには】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【作業の料金】労働時間等により、シルバー人材バンク基準金額の設定に応じた料金となりま

す。 
【申込・問い合わせ】町社会福祉協議会（シルバー人材バンク事務局） ＴＥＬ６８－６７２５ 

「伊勢えび祭り」開催に伴う交通規制について 
「伊勢えび祭り」メインイベント開催のため、交通規制（車両通行止め）を行います。 

ご迷惑をお掛けしますが、皆さんのご協力をお願いします。 
【日時】９月８日（日）７：３０～１６：００  ※悪天候の場合は９月１４日（土）に延期 

１０月６日（日）７：３０～１６：００  ※悪天候の場合は１０月１３日（日）に延期 
【規制区間】月の沙漠記念館周辺道路 

（地引橋から境川、赤樽橋から記念館の区間） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問い合わせ】産業観光課商工観光班 TEL６８－２５１３ 

一般社団法人 御宿町観光協会 TEL６８－２４１４ 

自衛官を募集します 
 防衛省自衛隊では、以下のとおり自衛官（学生）を募集しています。詳しくは自衛隊茂原地域事務所までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※応募資格年齢は平成２６年４月１日現在 
【問い合わせ】自衛隊茂原地域事務所（千葉地方協力本部）ＴＥＬ ０４７５－２５－０４５２ 

 

応募資格 受付期間 合格発表等 入（着校）隊 待遇・その他
高卒(見込含)２１歳未満
(高等学校長の推薦等が必要です。)

１次試験：１０月１８日
２次試験：１１月２日、３日 最終合格発表：１１月２９日

１次試験：１１月２９日
２次試験：１２月１０日～１４日 最終合格発表：平成２６年１月２１日

　　平成２６年１月２２日 １次試験：平成２６年３月７日
　　～平成２６年１月３１日 ２次試験：平成２６年３月１３日 最終合格発表：平成２６年３月２０日

１次試験：１１月２日・３日 １次試験：１２月３日 修業年限６年
２次試験：１２月１８日～２０日 最終合格発表：平成２６年２月１９日 医師免許取得後２等陸・海・空尉
１次試験：１０月１９日 １次試験：１１月１５日 修業年限４年
２次試験：１１月３０日・１２月１日 最終合格発表：平成２６年２月７日 国家資格合格後３等陸・海・空尉

総合選抜

試験期日（期間）

防衛医科大学校
看護学科学生

医学科学生

高卒(見込含)２１歳未満

高卒(見込含)２１歳未満 ９月５日～９月３０日

９月５日～９月３０日

募集種目

推 薦

防衛大学校学生
一般(前期）

一般(後期）

９月５日～９月３０日

１次試験：９月２８日

９月５日～９月９日

９月５日～９月９日

高卒(見込含)２１歳未満

９月２８日・２９日

修業年限４年
卒業後１年で３等陸・海・空尉

平成２６年４月上旬

平成２６年４月上旬

平成２６年３月下旬
　　　　　　から４月上旬

１次試験：１１月９日、１０日

１次試験：平成２６年３月１日

11月1日

赤樽橋 

地引橋 

境川 

御宿町にお住まいの方で、以下に
該当する方 

・定年退職者（概ね６０歳以上）等 

・健康で働く意欲のある方 

 

入会申込書を町社会福祉協議会

へ提出してください。 

※申込書は町社会福祉協議会に

て配布しています。 

今までの仕事の経験や、得意
なことを生かせる内容を登録
してください。 
 
例えばこんな仕事 

大工仕事 
障子貼り 
草刈り 
農作業   
一般事務  
ペットの世話 

           等 
※内容により作業料金が異なり 

ます。 

建具の修理 
植木の手入れ 
草取り 
家事手伝い 
宛名書き 
 


