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弁護士・社会保険士・ソーシャルワーカーなどが相談に応じ、問題解決に当たります。
とき● 6月 25日（土）午後1時～ 4時　ところ●千葉市中央コミュニティセンター　問合せ●千葉中央法律事務所 ☎ 043-225-4567

外国人を雇用する事業主は、必ずパスポートや外国人登録証明書などで在留資格の確認をしましょう。
雇用できない外国人を働かせた場合は、不法就労助長罪が適用されます。　問合せ●香取警察署☎ 0478-54-0110

The information of the living

 
　6 月から更新の申請受付が始ま
ります。更新を希望する方は、8月
31 日（水）までに申請してください。
　申請用紙は、現在お使いの受給者
票と一緒に送付済みです。
　なお、非課税証明書で申請する方
は、6月 16 日（木）からの受け付け
開始となります。
問合せ●香取健康福祉センター
　健康生活支援課☎ 0478-52-9161

 
　初めての方と 3 年間受診してい
ない方は、登録が必要となります。
電話での予約をお願いします。
とき●【超音波】7月 25日（月）・30日
（土）【マンモグラフィー】7月14日
（木）・16日（土）・25日（月）・26日（火）・
28日（木）・29日（金）・30日（土）

ところ●保健福祉センター
対象●【超音波】30 ～ 39 歳
　【マンモグラフィー】40 歳以上
申込期間●6月7日（火）～7月4日（月）
　※子宮がん検診は10月に実施予定
問合せ●保健福祉課健康福祉係
　☎ 76-3185

 
とき● 6月 30 日（木）
　午前 10 時～ 11 時 45 分
　午後 1時～ 4時
ところ●役場附属棟
今後の予定● 10 月 14 日（金）役場
附属棟、11 月 23 日（水 ･祝）

　いきいきフェスタ、平成 24 年
3月 2日（金）役場附属棟

問合せ●保健福祉課健康福祉係
　☎ 76-3185

お知らせ

多古中央病院の正規・臨時職員を
募集します！

農業用廃ビニール類の回収

平成22年度住民基本台帳の閲覧状況を公表します

　廃ビニール類を搬入するときは登録が必要です。
　産業経済課で事前に受け付けていますので、早めの登録をお願
いします。
回収日時● 6月 22 日（水）午前 9時～午後 4時
　　　　　6月 23 日（木）午前 9時～正午
ところ● JA多古町ライスセンター 
処理料● 1kg につき 9円（個人負担分）
　※ 廃プラ類（肥料袋・培土袋を含む）はビニール袋には入れず、

1枚ずつ重ねて束ねた状態で出してください。
問合せ●産業経済課農業振興係☎ 76-5404

職種●①看護師
　　　　（正規・臨時ともに若干名）
　　　②調理員（臨時 1名）
勤務内容●①病棟・外来勤務
　　　　　②調理業務
提出書類●履歴書、免許証（看護師のみ）
申込期限● 6月 1日（水）～ 20 日（月）
申込み問合せ●多古中央病院庶務係
　　　　　　　☎ 76-2211

　｢住民基本台帳法｣および｢多古町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規程｣等の規定に基づき、下記
のとおり公表します。

問合せ●住民課住民係☎ 76-5401

閲覧者氏名（法人の場合は名称
および代表者または管理者） 閲覧事由（利用目的）の概要 閲　覧

年月日 閲覧した住民の範囲

㈳中央調査社
会長　中田正博

日本人のメディア利用に関する実態調
査の対象者抽出（委託者 :国立大学法人
東京大学大学院）

平成 22 年
5月 7日

13 歳以上 69 歳以下の男女で、住
所が「多古町飯笹」の住民のうち
17 件

㈳中央調査社
会長　中田正博

政治と社会に関する意識調査の対象者
抽出 (委託者 :ＮＨＫ放送文化研究所 )

平成 22 年
7月 28 日

20 歳以上の男女で、住所が「多古
町大門、大高、高津原」の住民の
うち 12 件

㈳新情報センター
事務局長　平谷伸次

男女の生活と意識に関する調査の対象
者抽出（委託者 :㈳日本家族計画協会）

平成 22 年
8月 4日

16 歳以上 49 歳以下の男女で、住
所が「多古町多古」の住民のうち
22 件

㈳中央調査社
会長　中田正博

仕事と家族に関する全国調査の対象者
抽出（委託者 :日本大学人口研究所）

平成 22 年
9月 30 日

20 歳以上 59 歳以下の男女で、住
所が「多古町高津原」の住民のうち
25 件

㈱エスピー研
代表取締役　安良岡洋介

県政に関する世論調査の対象者抽出（委
託者 :千葉県総合企画部報道広報課）

平成 22 年
11 月 29 日

20 歳以上の男女で、住所が「多古
町高津原」の住民のうち 16 件

㈱ビデオリサーチ
代表取締役　若杉五馬

全国たばこ喫煙者率調査の対象者抽出
（委託者 :日本たばこ産業株式会社）

平成 22 年
12 月 14 日

20 歳以上 89 歳以下の男女で、住
所が「多古町南借当、南中」の住民
のうち 20 件
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　多古町に在住する、健康で働く意欲のある 60 歳以上の方々に就業
の機会を提供し、地域を活性化しようと、町の支援により当センター
は設立されました。季節によって繁忙の違いはありますが、機械除草
・各種農作業・剪

せ ん て い

定・障子はり・運転代行など、さまざまな分野で
現在 180 人の会員が活躍しています。
　今までの技能や経験を積極的に生かし、あなたも
会員になりませんか？
とき● 6月 21 日（火）午前 10 時
ところ●社会福祉協議会 2階会議室
問合せ●（社）多古町シルバー人材センター
　☎ 76-6606

も

あなたの経験・知識・技能を生かそう !

（社）多古町シルバー人材センター入会説明会

「子ども手当」は引き続き支給されます

多古町農業委員会委員一般選挙

相談は無料です『消費者相談窓口』

　4月～ 9月分の「子ども手当」は、これまでと同額の月額 13,000 円が、
支給されることになりました。
　6月の現況届けは不要ですが、10 月に届出・申請などが必要となる
ことがあります。
支給金額●子ども１人につき月額 13,000 円
支給対象となる子ども● 0歳から中学校卒業まで
　　　　　　　　　　　（0歳から 15 歳になった後の
　　　　　　　　　　　　最初の 3月 31 日まで）
支給月● 6月（2月分～ 5月分）　10月（6月分～ 9月分）
　※ 6月については、6月 10 日（金）に指定口座へ振り込みとなります。
問合せ●子育て支援課こども係☎ 76-5412

★投票日　7月 10 日（日）【告示日：7月 5日（火）】
★立候補予定者説明会
　日時● 6月 23 日（木）午後 1時 30 分場所
　場所●役場 2階　第 4会議室
問合せ●多古町選挙管理委員会☎ 76-2611

　商品やサービス、契約、多重債務など、消費生活全般のトラブルにつ
いて、弁護士が相談に応じます。秘密は厳守されますので、1人で悩ま
ずにご相談ください。
※ 当日の申し込みも可能ですが、適切なアドバイスができるように、
できるだけ事前の申し込みをお願いします。

とき● 6月 17 日（金）　午前 10 時～午後 3時
ところ●コミュニティプラザ 2階　第 2研修室（控室は第 3研修室）
申込期間● 6月 3日（金）～ 10 日（金）
申込み問合せ●産業経済課経済振興係☎ 76-5404

①事前予約申し込み

②相談内容記入用紙送付

③相談内容記入済用紙送付

※相談内容は、弁護士のみの把握
　となります。
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