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■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・労働安全衛生管理者・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● 3月 30 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

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。

身近なものからリサイクル
古紙・衣類の一斉回収 

とき●3月24日（日）午前9時～11時
ところ●役場附属棟、JA多古旧久賀・
旧久賀西部・旧常磐・旧中の各支
所倉庫

回収品目●新聞・雑誌・ダンボール・
チラシ・衣類

問合せ●生活環境課環境係
　☎ 76-5406

一般の方も傍聴できます
第6回 栗山川流域懇談会 

　県では地域の意見を反映した川づ
くりを行うため、流域懇談会を開催。
とき● 3月 11日（月）午後1時 30分
ところ●横芝光町町民会館大ホール
内容●河川整備事業の事業再評価、
津波対策ほか

申込み問合せ●千葉県山武土木事務
所調整課☎ 0475-54-1134

社会体育施設を利用する皆さんへ
定期利用者会議を開催します 

　平成 25 年度に社会体育施設のグ
ラウンド、町民体育館、小・中学校
の体育館を利用する団体の代表者は
次の日時にコミュニティプラザまで
お越しください。
とき●3月16日（土）午前10時30分
ところ●コミュニティプラザ 2階
　第 2研修室
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

秘密は守られます
消費者相談窓口 

　商品やサービス、契約、多重債務
などのトラブルについて弁護士が無
料で相談対応。当日の申し込みも可
能ですができるだけ事前の申し込み
をしてください。
とき●3月 1日（金）
　午前 10時～午後 3時
ところ●コミュニティプラザ 1階
　会議室 （控室は第 1研修室）
申込期間●2月15日（金）～22日（金）
申込み問合せ●産業経済課経済振興
　係☎ 76-5404

相談は無料です
働くことに悩みを抱える若者の支援 
　キャリアカウンセラーの資格を
持った相談員が無料で相談に応じま
す。事前の申し込みが必要です。
とき● 3月 8日（金）午後 1時～ 5時
対象●15歳以上40歳未満の自立（就 
労）に悩みを抱えている若者また
はその保護者

ところ●役場 1階 第 1会議室
問合せ●ちば北総地域若者サポート
ステーション☎ 0476-37-6844

お知らせ

●住民相談　3月22日（金）
午前9時30分〜午後3時
役場1階第2会議室
■住民課住民係☎76-5401

●交通事故相談　3月12日（火）
午前10時〜午後3時
  （受付：午後2時30分まで）
役場1階第2会議室
■総務課交通防災係☎76-2611

●家庭教育相談（火・水・木曜日）
午後1時30分〜3時30分
コミュニティプラザ2階相談室
■生涯学習課社会教育係☎76-7811

●心配ごと相談（毎週水曜日）
午後1時30分〜3時30分
社会福祉協議会
■社会福祉協議会☎76-5940

●健康相談（月〜金曜日）
午前9時30分〜11時
保健福祉センター内健康相談室
■保健福祉課健康福祉係
　☎76-3185

相談日が祝日の場合は
お問い合わせください。

　気象庁は、津波警報を改善し3月 
7日から運用を開始します。津波警
報は皆さんの命を守る大切な情報
です。変更された内容を知り、いざ
という時には自ら避難して命を守っ
てください。詳しくは下記の気象庁
のホームページをご覧ください。
http://www.seisvol.kishou.go.jp/
eq/tsunami_keihou_kaizen/
index.html

問合せ●銚子地方気象台防災業務課 
☎0479-23-7705

 3月7日から津波警報が変わります

多古中央病院からのお知らせ

「ジェネリック医薬品」を利用しましょう

■正規職員を募集します　　　　　　　　　　　
職種●調理員
募集● 1名　
勤務体制●シフト制
提出書類●履歴書、調理師免許証の写し
申込期限● 3月 25 日（月）
申込み問合せ●多古中央病院庶務係
　☎ 76-2211

　「ジェネリック医薬品」は、新薬と同じ有効成分・効
能・効果を持つものとして製造されるため、開発コス
トが抑えられる分、価格も安くなっています。ジェネ
リック医薬品を利用すると、皆さんの薬代が安くなる
と同時に、国民健康保険が負担する医療費も抑えるこ
とができます。
　担当の医師に相談し、その選択や使用法については
薬剤師に相談しましょう。すべての医薬品にジェネリッ
ク医薬品が存在するわけではなく、治療内容によって
はジェネリック医薬品が適さない場合もあります。
　ジェネリック医薬品を希望するカードを使って意思
を伝える方法もありますので、カードが必要な方は、
住民課国保年金係までお問い合わせください。
問合せ●住民課国保年金係☎ 76-5405

●新築住宅を取得する方へ
　 　新築住宅を引き渡す際には、法律により事業者に対して保険または供
託が義務付けられています（平成21年10月1日以降）。新築住宅を取得
する際は、その住宅がきちんと保険または供託の措置がとられているか
を忘れずに確認しましょう。
●「耐震診断」と「耐震改修」の補助金
　 　昭和56年5月31日以前に建築された木造一戸建て住宅または併用住
宅で、地上2階建て以下の建築物を対象とした「耐震診断」と「耐震改修」
の補助事業を実施しています。
●「東日本大震災被災者住宅再建資金利子補給事業」補助金
　 　被災した住宅の建て替えや補修に係る負担を軽減するため、住宅の所
有者が必要な資金を金融機関から借り入れる場合、利子の一部を補助す
る事業を実施しています。
　※平成25年3月31日までに融資を受けた方となります。
問合せ●都市整備課都市計画係☎76-5407

都市整備課からのお知らせ

保健福祉課からのお知らせ

※ 布団・じゅうたん・マットレス・ 
ぬれた衣類などは回収できません。

　火災が発生しやすい季節を迎えます。火災発生の防止を心掛け、死傷
事故や財産の損失を防ぎましょう。
　3月 1日（金）午前 7時には、管内一斉のサイレン吹鳴を実施します。

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

■付いていますか？住宅用火災警報器■

3月 1日（金）～7日（木） 春季全国火災予防運動

 ①寝たばこは絶対にやめる
 ②ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する
 ③ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す

 ①住宅用火災警報器を設置する
 ②寝具や衣類、カーテンなどは防炎品を使用する
 ③住宅用消火器などを設置する
 ④ 隣近所の協力体制をつくる

３つの
習慣

４つの
対策

■住宅防火　いのちを守る　3つの習慣・4つの対策■

消すまでは　出ない行かない　離れない

　設置していたことにより、火災に早く気付き「命を取り止
めた」｢火災発生または、拡大に至らなかった｣という事例
が報告されています。

住宅用火災警報器の悪徳訪問販売にもご注意ください

■愛の献血にご協力をお願いします
とき● 3月 4日（月）
　午前 10 時～ 11 時 45 分
　午後 1時～ 4時
ところ●役場附属棟

■糖尿病予防教室
　糖尿病についての正しい知識を身に付けましょう。
とき● 3月 4日（月）午後 2時～ 4時
ところ●保健福祉センター
内容●【講演】『糖尿病の予防について』
　　　【講師】糖尿病療養指導士　外口徳美致先生

■高齢者世帯の住宅に火災警報器を設置します
　町では、平成 22 年度から高齢者のひとり暮らし
世帯や高齢者のみで構成される世帯を対象に『住宅用
火災警報器』を無償で設置する事業を実施しています。
　町が設置する『住宅用火災警
報器』は 1世帯当たり 1個のみ
で、寝室への設置となります。
平成25年度も実施しますので、
詳細についてはお問い合わせ
ください。

問合せ●保健福祉課健康福祉係☎ 76-3185

無料相談
いろいろ
無料相談
いろいろ

問

問

問

問

問

職種●学童保育指導員（臨時職員）　募集人員●2人
雇用期間●4月～9月（更新有り）
勤務時間●平日：午後2時～7時ごろまで
　　　　　学校休業日：午前8時～午後1時
　　　　　午後1時～7時のどちらか
勤務日数●週3日　時給●935円(保育士等資格を有しない方は825円)
待遇●通勤手当、労災保険あり
提出書類●履歴書　申込期限●3月22日（金）
申込問合せ●子育て支援課こども係 ☎76-5412

学童保育所の指導員を募集します

くらしの情報
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