
12

職種●預かり保育職員（臨時）　　募集人員● 1人
雇用期間● 9月～平成 25 年 3月（更新有り）
勤務時間●午後 1時 45 分～ 5時 45 分
時給● 935 円　休日●土・日・祝日
待遇●通勤手当、雇用保険・労災保険有り
提出書類●履歴書、幼稚園教諭または保育士免許の写し
申込期限● 6月 29 日（金）
申込み問合せ●コミュニティプラザ内学校教育課学校教育係☎ 76-5411

日程● 7月 21 日（土）～ 8月 19 日（日）
　（毎週月曜休み、1日 2人程度の勤務予定）
勤務時間●午後 12 時 30 分～ 4時 30 分
資格●高校生以上の健康な方で、普通救命講習受講者
　（採用決定後、普通救命講習会に参加可能な方）
募集人員● 6人　　時給● 750 円
募集期間● 6月 5日（火）～ 22 日（金）
申込方法●コミュニティプラザにて申込書に記入
　※応募者多数の場合は、後日面接により決定
問合せ●コミュニティプラザ内生涯学習課社会体育係☎ 76-7811

問合せ●生活環境課環境係☎ 76-5406

幼稚園の臨時教諭を募集します

測 定 地 点 地上 1cm 地上 50cm 地上100cm

多古中学校 0.09 0.08 0.08 

多古第一小学校 0.08 0.09 0.08 

島ライスセンター前公園 0.06 0.07 0.08 

町民牛尾グラウンド 0.12 0.09 0.09 

水戸第 2 公園 0.12 0.11 0.10 

喜多第 2 共同利用施設 0.13 0.11 0.11 

多古第二小学校 0.09 0.09 0.09 

旧多古町公民館五辻分館 0.16 0.14 0.12 

一鍬田星宮神社 0.15 0.11 0.10 

御料地青年館 0.10 0.09 0.09 

旧十余三小学校 0.16 0.14 0.13 

久賀小学校 0.14 0.17 0.16 

高津原青年館 0.19 0.14 0.12 

井戸山区民館 0.11 0.10 0.09 

神行集会所 0.10 0.10 0.10 

中村小学校 0.11 0.11 0.10 

測 定 地 点 地上 1cm 地上 50cm 地上100cm

坂区民館 0.07 0.07 0.08 

常磐小学校 0.11 0.09 0.09 

東保育所 0.11 0.09 0.08 

旧久賀小学校 0.13 0.11 0.11 

本三倉青年館 0.11 0.10 0.10 

コミュニティプラザ前みどりの広場 0.11 0.10 0.10 

あじさい公園（藤棚前） 0.11 0.10 0.10 

多古高等学校テニスコート 0.10 0.09 0.08 

多古中央病院（敷地内歩道） 0.13 0.11 0.11 

多古町役場 0.16 0.14 0.13 

多古幼稚園 0.09 0.08 0.09 

中央保育所 0.09 0.09 0.09 

北保育所 0.13 0.11 0.10 

久賀幼稚園 0.20 0.15 0.13 

西古内グラウンド 0.19 0.16 0.14 

たこ・こどもルーム（旧中幼稚園） 0.07 0.07 0.07 

4月の町内放射線量測定結果 単位：マイクロシーベルト╱時
測定日：19日・20日

■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・社会保険労務士・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 30 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

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。

住民課・税務課休日開庁日

6月24日（日）
【午前9時～午後5時】

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
■予防接種
ポリオ●6月12日（火）
生後3カ月～90カ月未満の乳幼児
■健診
乳児健診●6月13日（水）
平成23年7月～8月生まれの乳児
と未実施者
3歳児健診●6月15日（金）
平成21年1月～2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

どちらも入場無料です
ギャラリーなかまち 

■故郷と旅のスケッチ展
　「ふるさとの風に吹かれて」
とき● 6月 14 日（木）～ 17 日（日）
　午前 10 時～午後 5時
主催●鈴木成洋（船越）
問合せ●金村☎ 79-3705
■富貴蘭と初夏の山野草展
とき● 6月 23 日（土）～ 24 日（日）
　午前 10 時～午後 5時
主催●多古町えびね愛好会
問合せ●秋葉☎ 76-2352

生活習慣の見直しが大切です
健康づくり教室 

とき●6月21日（木）・7月12日（木） 
  8 月 23 日（木）・  9 月 28 日（金）
10 月 25 日（木）・11 月 15 日（木）
12 月 13 日（木）・  1 月 18 日（金）
の全 8回

ところ●保健福祉センター
内容●健康づくりの適度な運動
定員● 30 人
申込み問合せ● 6月 15 日（金）まで
に保健福祉課健康福祉係

　☎ 76-3185

催しもの

今月の納税等
■町県民税　■水道料 
※口座振替日は7月2日（月）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●平日および第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

多古町商工会から
プレミアム付商品券取扱店の募集 
　プレミアム付商品券を販売しま
す。（7月予定）つきましては、町内の 
取り扱い事業所を募集します。商工
会の会員・非会員は問いません。詳
細は下記へお問い合わせください。
問合せ●多古町商工会☎ 76-2206

気軽にご参加ください
リウマチ医療講演会 

　リウマチのことや医療・福祉の問
題について語り合いましょう。
　どなたでも無料で参加できます。
とき● 6月 16 日（土）
　午後 1時 30 分～ 4時
ところ●神崎ふれあいプラザ
講師●神崎クリニック院長
　　　長井仁美先生
問合せ●香取社会福祉協議会
　リウマチの会☎ 0478-82-3226

お誕生 のびのび元気に
　　　大きくなぁれ
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なくなった方

菅澤　みつ
平山　たか
飯田　芳枝
林　　さだ
菅澤　　忠
石橋　孝一
並木　みよ
野老　喜夫
菅澤　文夫
平山かよ子
松本　きみ
佐藤　ふじ
冨岡　千代
並木　　幹
佐藤　むつ
伊藤　きよ
阿部よ　子
勝又　重治
秋葉　邦彦
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平成24年5月1日現在・（　）は前月比

まちの人口

空港シャトルバス
利用状況
延べ 2,675人
（1日平均　89.2人）

4月

（4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。
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■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● 6月 9日（土） 午後 1時～ 5時　ところ●旭市民会館　予約受付● 6月 7日（木）までに 
司法書士飯嶋事務所☎ 0479-25-0567　問合せ●中澤裕子司法書士事務所☎ 80-5015

とき●7月7日（土）
　【開場】午後2時
　【開演】午後2時30分
チケット料金●
　子ども（高校生以下）500円
　大人 1,000円（全席自由）
　※3歳未満は無料です。

とき●7月1日（日）
　午前11時　献花祭式典
　午後 1時　アンサンブルドゥ演奏
　午後 2時　銚子跳ね太鼓演奏
ところ●日本寺境内・本堂
※今年のあじさいの見頃は6月中旬
～7月初旬予定です。

問合せ●多古町日本寺☎76-3745

ところ●多古町コミュニティプラザ文化ホール
チケット販売所●平山書舗・木内書店・JA直売所「四季の里」・BASH・多古町
コミュニティプラザ

問合せ ●コミュニティプラザ内生涯学習課文化係☎76-7811

とき●7月20日（金）
　【開場】午後6時30分
　【開演】午後7時　
チケット料金●
　【1階席】5,500円
　【2階席】5,000円
　（全席指定）

とき●8月19日（日）【開場】午後1時30分
　　　　　　　　　【開演】午後2時
チケット料金●【一般】2,000円
　　　　　　   【大学生以下・65歳以上】
　　　　　　　 1,000円（全席自由）
チケット発売日● 6月2日（土）から

親子コンサート
ケロポンズ 七夕まつり
コンサート

来日50周年記念
ベンチャーズ
ジャパン・ツアー 2012

クラシックコンサート
　～ウィーンの風と仲間たち～

コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ザ か ら の お 知 ら せ

 日本寺主催
あじさい祭り

町民船越プール（旧第三小プール）の監視員を募集します

チケット
販売中

お知らせ

くらしの
情報
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