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　井戸水やわき水は、有害物質の地下浸透や井戸などの管理が不十分なこと
により、汚染されるおそれがあります。飲用井戸の衛生確保は、設置者自ら
が実施していただくことになりますので、次の点に気を付けましょう。
　①井戸を衛生的に管理しましょう。　②水質検査を実施しましょう。
問合せ●香取健康福祉センター（保健所）☎ 0478-52-9161
　　　　生活環境課環境係☎ 76-5406

平成24年度　防衛省自衛官募集！

井戸水を飲用する皆さまへ

■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● 8月 25 日（土）午後 1時～ 4時　ところ●船橋市
勤労市民センター　問合せ●千葉中央法律事務所 ☎ 043-225-4567

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

ところ●多古町コミュニティプラザ文化ホール
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●11月10日（土）【開場】午後1時30分
　　　　　　　　　【開演】午後2時
演奏曲●チャイコフスキー 幻想序曲「ロミオと
　　　　ジュリエット」・ピアノ協奏曲第１番ほか
チケット発売日●8月4日（土）から
チケット料金●【一般】3,000円　【高校生以下】1,500円（全席指定）
　※ 宝くじの助成により、特別料金となっています。

とき●8月19日（日）【開場】午後1時　【開演】午後2時
演奏曲●シューベルト ピアノ五重奏曲「ます」、スーク ピアノ四重奏曲イ短
調作品１ほか

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）

宝くじ文化公演　キエフ国立交響楽団コンサート

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

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

8月26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
■健診
乳児健診●8月8日（水）
平成23年9月～10月生まれの乳
児と未実施者
1歳6ヵ月児健診●8月10日（金）
平成22年12月～平成23年2月生
まれの幼児と未実施者
3歳児健診●8月17日（金）
平成21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

催しもの

今月の納税等
■町県民税　■国民健康保険税
■介護保険料　■水道料
■後期高齢者医療保険料
※口座振替日は31日（金）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～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

お気軽に、見学にきてください
多古綱引会部員募集！ 

　男子部・女子部が共に楽しく活動
しています。
とき●毎週月・木曜日
　午後 7時～ 9時
ところ●常磐小学校体育館
問合せ●太田益生;080-5007-5512

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 15 日（水）まで
に、個人での申込みは 8月 31 日
（金）までに総務課交通防災係
　☎ 76-2611

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 

　ルールはバレーボールとほぼ同
じ。ボールが思わぬ所へ飛んでいく、
試合の行方が分からないところが 
面白さの秘けつ。ぜひ、ご参加くだ
さい。
とき● 8月 25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 17日（金）まで
にコミュニティプラザ内生涯学習
課社会体育係☎76-7811

航空科学博物館で夏の思い出を
企画展「セーフティー」 

　ボーイング 747購入搭載されてい
た実物の所蔵品などを展示します。
　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1日（水）～10月28日（日）
ところ●航空科学博物館 2階展示室
入館料●大人500円、中高生300円、
　こども（4歳以上）200 円
問合せ●航空科学博物館☎ 78-0557

硬式テニス初心者の皆さまへ
第6回つばき杯ビギナーズテニス大会 
とき● 8月 19日（日） 午前 8時から
ところ●千葉県総合スポーツセンター 
　東総運動場
種目●男子ダブルス・女子ダブルス
参加資格●千葉県在住・在勤・在学
の硬式テニス初心者の方

参加費● 1組 2000 円【当日集金】
申込み問合せ● 8月 5日（日）より
　電話受付：東総運動場☎ 68-1061

新たな自覚を持って
危険物取扱者保安講習会 

　詳細はお問い合わせください。
とき● 10月 19日（金） 
ところ●千葉県東総文化会館
　（旭市ハ 666）
受付期間●8月20日（月）～24日（金）
申込み問合せ●香取広域市町村圏事
務組合消防本部予防課

　☎ 0478-83-2245（直通）

消防署からのお知らせ
危険物取扱者試験を実施します 
とき● 11月 4日（日）
ところ●千葉科学大学（銚子市）
試験の種類●甲種・乙種（全類）・丙種 
願書受付●9月4日（火）～12日（水）
【試験に伴う受験者講習会】10月17日 
（水）匝瑳市民ふれあいセンター
願書の配布●香取広域市町村圏事務
組合消防本部予防課

願書受付・問合せ●千葉県試験研究
センター千葉県支部

　☎ 043-268-0381
【インターネット申請】
 http://www.shoubo-shiken.or.jp
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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● 8月 11日（土） 午後 1時～ 5時　ところ●旭市民会館　予約受付● 8月 9日（木）までに 
司法書士加瀬事務所☎ 0479-73-2654　問合せ●中澤裕子司法書士事務所☎ 80-5015

チケット
販売中

　※資格は平成25年4月1日現在の年齢です。（自衛官候補生を除く）
問合せ●自衛隊千葉地方協力本部成田地域事務所　☎0476-22-6275

種　目 資　格 受付締切日
自衛官候補生
（男子）

18歳以上27歳未満の者
（採用予定月の1日現在） 年間を通じて受付

防衛大学校
（推薦）

18歳以上21歳未満の高卒者（見込み含む）
※推薦の場合、要件があります。
詳しくはお問合せください。 9月3日（月）～

9月5日（水）まで
防衛大学校
（総合選抜）

18歳以上21歳の高卒者
（見込み含む）

防衛大学校
（一般前期）

9月3日（月）～
10月1日(月)まで

防衛大学校
（一般後期）

平成25年1月23日（水）
～2月1日（金）まで

防衛医科
大学校 9月3日（月）～

10月1日(月)まで
看護学生 18歳以上24歳未満の高卒者（見込み含む）

募集

お知らせ

くらしの
情報
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