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■千葉県行政書士会東総支部無料相談会■　相続･贈与に関する書類や賃貸契約書、離婚協
議書などでお困りの方は、ご相談ください。　とき●8月11日（水）午後1時 30分～ 4時
ところ●コミュニティプラザ1階会議室　問合せ●千葉県行政書士会東総支部☎72-1639

■千葉司法書士会八日市場支部無料相談■　登記･法律･債務整理に関する相談に応じます。
とき●8月14日（土）午後1時～5時　ところ●旭市民会館　予約受付●8月9日（月）までに司法
書士加瀬事務所☎0479-73-2654 へ電話　問合せ●中澤裕子司法書士事務所☎80-5015

ギャラリーなかまち

The information of the living暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者に問い合せください。
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（６月受付分・敬称略）
この欄に掲載を望まない場合は
届け出時に受付窓口へ
お申し付けください。

住民課・税務課休日開庁日

8月29日（日）
【午前9時～午後5時】
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子どもの健診と予防接種
会　場：保健福祉センター
受付時間：午後1時10分～1時45分
■健診
乳児健診●8月11日（水）
平成21年9月～10月生まれの
乳児と未実施者
1歳6カ月児健診●8月6日（金）
平成20年12月～平成21年2月
生まれの幼児と未実施者
3歳児健診●8月20日（金）
平成19年3月～4月生まれの
幼児と未実施者
■保健福祉課健康福祉係☎76-3185問

巨大なラグビーボールでバレー？
ヘルスバレーボール大会 

　ボールが思わぬ所へ飛んでいくと
ころが面白さの秘

ひ

訣
けつ

。
　ぜひご参加ください。
とき● 8月 28 日（土）
　【受付】午後 6時 30 分
ところ●多古中学校体育館
参加資格●町在住・在勤の成人
種目●男女各 3人による 6人制
　（男性に代わり女性が入るのは可）
申込み問合せ● 8月 20 日（金）まで
にコミュニティプラザ内教育課
社会体育係☎ 76-7811

どなたでもご覧いただけます
プラネタリウム一般公開 

　夏の夜空の星々を見ることができ
ます。季節の星の見つけ方や星座に 
まつわる神話などもご紹介します。
とき● 8月22日（日）午前10時30分
ところ●小見川少年自然の家
参加費●無料
問合せ●小見川少年自然の家
　☎ 0478-82-1343

催しもの
加入しましたか？

交通災害共済会員 
　交通事故に遭った場合、最高 150
万円の見舞金が支払われます。
年会費● 700 円
共済期間●9月 1日から翌年の8月 
31 日までの 1年間

対象事故●自動車やオートバイ、自
転車などによる人身事故で、自動
車安全運転センターから交通事
故証明が発行された事故

見舞金●①死亡見舞金 150 万円
　②傷害見舞金 2万円～ 50 万円
　③身障見舞金（傷害見舞金のほか
に）50万円④交通遺児見舞金（１人 
につき）10 万円

申込み問合せ●各地区取りまとめに
よる申込みは8月9 日（月）までに、 
個人での申込みは 8月 31 日（火）
までに総務課交通防災係

　☎ 76-2611

シニア向け成田空港パスポート
『N.PASS』はいかがですか？ 

　成田国際空港㈱では、空港に親し 
みを持っていただくために、空港
周辺地域にお住まいの 60 歳以上の 
方を対象に『成田空港パスポート
（N.PASS）』を発行しています。
　『N.PASS』を提示すると、空港内
の店舗や駐車場（P1 と P2）で割引
サービスなどが受けられます。
　役場企画財政課でも申請ができま
すので、証明写真（45㎜× 35㎜）1枚 
と現住所が確認できる運転免許証や
保険証などを持参の
上、お申し込みくだ
さい。
問合せ●企画財政課
　企画空港対策係
　☎ 76-5409

今月の納税等
■町県民税　■国民健康保険税　■水道料
■介護保険料　■後期高齢者医療保険料
※口座振替日は31日（火）です。納期限後の
　再振替はできませんので、ご注意ください。

ごみの出し方
　回収日当日、朝8時までに決め
られたごみステーションへ出して
ください。
■可燃ごみ
ごみステーションごとに決めら
れた曜日で収集します。
収集日以外はごみステーション
にごみを置かないようご協力を
お願いします。
■資源ごみ・不燃ごみ
必ず指定のシールや袋を使用
してください。土･日･祝日でも
収集します。
　久賀地区●5日・19日
　多古地区●6日・20日
　中・常磐地区●7日・21日
■粗大ごみ
電化製品や家具などの粗大ごみ
は、直接環境衛生組合に搬入し
てください。
　受付●月曜日～金曜日(祝日を
　　除く)と毎月第2日曜日
　午前8時～11時30分
　午後1時～ 4時30分
　料金●100㎏ごとに400円
※エアコン、テレビ（ブラウン管・液晶・
プラズマ）、冷蔵庫（冷凍庫）、洗濯機、
衣類乾燥機は、リサイクル券（郵便局で
事前に購入）と別途料金が掛かります。

■匝瑳市ほか二町環境衛生組合
　　　　　　　　　　☎72-3036
　生活環境課環境係☎76-5406

問

航空科学博物館からのお知らせ
飛行機工作教室を開催 

　夏休みの思い出に、よく飛ぶ飛行
機を作って飛ばしてみませんか？
　上手に飛ばす「こつ」なども説明し
ます。成田空港の夜景も楽しめます
ので、ぜひお越しください。
　夏休み中は毎日開館。開館時間は
午前 9時～午後 5時までです。
　（13 日～ 15 日は午後 8時まで）
とき● 8月 13 日（金）～ 15 日（日）
　午後 1時～ 2時 30 分
ところ●航空科学博物館
定員●毎回 40 人（先着順）
参加費●無料（入館料のみ）
問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557

■夏休み無料映画上映会
　アニメなどの映画を上映します。  
　入場は無料ですので、お友だちを
誘って、ぜひお越しください。
とき●8月 29日（日）午後1時～ 4時 
ところ●ギャラリーなかまち
問合せ●金村☎ 79-3705

一緒に手作りしてみませんか？
手織り教室『うえいぶ』 

　マフラーやバッグを手織りで作っ
てみませんか？ぜひ一度見学を‼
とき●毎月第 1第 3火曜日
　午前 9時～正午
ところ●コミュニティプラザ
　第 5研修室
会費● 1回 2,000 円
問合せ●大木悟☎ 76-5244

うちのペットが1番！
わが家の犬・猫写真コンクール 
　愛犬・愛猫の写真にコメントを添
えてご応募ください。
応募内容●①飼育している犬・猫の
写真 3枚まで

　②しつけなど適正飼育についての
コメント（400字原稿用紙1枚以内）

　③写真サイズは L判
　　（通称サービス判）
　④写真の裏面に住所・
　　氏名・電話番号を記入
　※写真は返却いたしません。
応募資格●県内在住者
　（プロ・アマ・年齢は問わない）
申込期限● 8月 31日（火）【必着】
申込み問合せ●（財）千葉県動物保護
管理協会（〒260-0001千葉市中央 
区都町 463-3）☎ 043-214-7814

県民の生命と財産を守る！
千葉県警察官を募集 

職種・採用予定者数●①警察官Ａ（男
性）70 人程度②警察官Ｂ（男性）
115 人程度③警察官Ｂ（女性）35
人程度

受付期限● 8月 10 日（火）
試験日●【第1次試験】 9月19日（日）
　【第2次試験】 10月中旬～下旬
問合せ●香取警察署警務課
　☎ 0478-54-0110

第28回 多古町民ふれあい号の旅
～福岡・山口方面　成田空港発着「関門海峡と萩・津和野」２泊３日の旅～

募集人数●先着 80 人
　　　　　（最少催行人数 70 人）
参 加 費● 73,000 円
対 象 者●多古町在住または在勤の方
募集期間● 8 月 9 日（月）～ 27 日（金）

申込み問合せ●企画財政課企画空港対策係　☎ 76-5409

※ 各世帯にお配りしたチラシに付いている申
込書をご記入の上、参加費を添えて企画財
政課までお申し込みください。（申込書は
企画財政課窓口にも用意してあります。）

行　程
●11／7（日）　多古町役場（集合） ➡ 成田空港 ➡ 福岡空港 ➡ 大宰府天満宮 ➡ 湯田温泉（泊）
●11／8（月）　ホテル ➡ 瑠璃光寺 ➡ 津和野市内 ➡ 萩市内（武家屋敷・松下村塾・松陰
　　　　　　　　神社・萩焼）➡ 萩温泉（泊）
●11／9（火）　 ホテル ➡ 秋芳洞 ➡ 関門海峡 ➡ 門司港レトロ地区（九州鉄道記念館・ 

門司港駅）➡ 福岡空港 ➡ 成田空港 ➡ 多古町役場（解散）

11月７日日～９日火

多古町民ふれあい号の旅
～福岡・山口方面　成田空港発着「関門海峡と萩・津和野」２泊３日の旅～

テーマ●『子どもの発達を促す遊びの大切さ』
　　　　～感覚統合理論の視点から自然環境や遊びの大切さを考える～
とき● 8月 28 日（土）午後 2時　ところ●旭中央病院大講堂
講師●石井孝弘先生（社会医学技術学院）　参加費● 500 円
問合せ●こどもネットワーク東総事務局　大高☎ 63-8111

こどもネットワーク東総講演会

募集 お知らせ
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