
第31回「多古町民ふれあい号」の旅

0479-76-2611（代表）
総 務 課 76-2611

住 民 課
76-5401
76-5405

子育て支援課 76-5412
税 務 課 76-5402
生活環境課 76-5406
都市整備課 76-5407
都市計画課 76-5408
出 納 室 76-5415
企画財政課 76-5409
農業委員会 76-5403
産業経済課 76-5404
議会事務局 76-5414
役場ＦＡＸ 76-7144

保健福祉課 76-3185
地域包括支
援センター 70-6111

学校教育課 76-5411
生涯学習課 76-7811
プラザ図書室 79-3406
プラザFAX 76-7813

多古中央病院 76-2211
給食センター 76-3253
中央保育所 76-4444
東 保 育 所 76-9513
北 保 育 所 75-1476

役
場
の
電
話
番
号
で
す

直
接
お
か
け
く
だ
さ
い

■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 8日（土）午後 1時～ 5時
ところ●旭市民会館　予約受付● 6月 6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

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。

ご協力をお願いします
愛の献血にご協力を♥ 

とき● 7月 2日（火）　
　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 15日（火）役場附
属棟、11月 23日（土・祝）いきいき 
フェスタ、平成 26年 3月 4日（火）
役場附属棟

問合せ●保健福祉課健康福祉係
　☎ 76-3185

企画展示『沖縄開拓の家族たち』
成田空港　空と大地の歴史館 

　戦後、成田市天浪地区を中心に第
二の故郷を築かれた沖縄の人々の当
時の暮らしなどを家族アルバムによ
り紹介します。
とき●6月11日（火）～9月29日（日）
ところ●成田空港空と大地の歴史館
　（航空科学博物館敷地内）
入館料●無料
問合せ●成田空港空と大地の歴史館
　☎ 0479-78-2501（月曜休館）

多古町商工会から
プレミアム付商品券取扱店の募集 
　昨年に続き、今年もプレミアム
付商品券を販売します（7月上旬予
定）。つきましては、町内の取り扱
い加盟店を募集します。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

今年もやります！“百縁まつり”
多古町あじさい祭り 

　商店主たちとのふれあいや、お得
なお買い物で楽しい 1日を！
とき● 6 月 23 日（日）午前 10 時～
午後2時30分 ※雨天順延30日（日）

ところ●城下町会場（仲町通り）
主催●多古町商店街　起志回生の会
問合せ●淺野☎ 76-2111

超音波・マンモグラフィーによる
乳がん検診を実施します 

とき●【超音波】7月 20日（土）・22日 
（月）、　【マンモグラフィー】7 月
13 日（土）・18日（木）・19日（金）・
20日（土）・22 日（月）

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
申込方法●電話または窓口にて予約
休日受付：6月 8日（土）午前 8時
30 分～午後 5時

　平日受付：6月 10 日（月）午前 8時 
30 分から

申込期限● 7月 5日（金）
　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。
事前の申し込みをお願いします。
　※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

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 22 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☎ 0478-52-3303

申請手続きはお早めに
特定疾患医療受給者票の更新 

　更新の受付が 6 月 3 日（月）から
始まります。更新を希望する方は、
8月 30 日（金）までに申請してくだ
さい。
　なお、非課税証明書で申請される
方は、6月 17 日（月）からの受け付
けとなります。
問合せ●香取健康福祉センター
　健康生活支援課☎ 0478-52-9161

学校施設と授業を公開
銚子特別支援学校 

とき● 6月 18 日（火）、19 日（水）
　午前 9時から受付
　午前 9時 20 分～ 11 時 50 分
　※ 参加希望の方は、事前にご連絡
ください。

ところ●銚子市三崎町 3丁目 94-1
申込み問合せ●千葉県立銚子特別支
　援学校☎ 0479-22-0243
　教頭（保科）

事業主のみなさまへ
労働保険料の申告・納付はお早めに 
　期間は6月1日（土）～7月10日（水） 
までです。最寄りの金融機関を通じ
てお早めに手続きをお願いします。
問合せ●千葉労働局労働保険徴収課
　☎ 043-221-4317

あなたの投票が1位を決める！
手作り風鈴コンテスト 

展示期間●6月13日（木）～20日（木） 
開票● 6月 20 日（木）午後 4時
　※投票者に賞品あり
ところ●いきいき健康サロン多古
　「わぁーか　ちぃーと」（仲町通り）
主催●多古町商店街　起志回生の会
問合せ●淺野☎ 76-2111

学校公開のお知らせ
千葉県立千葉盲学校 

とき●6月29日（土）午前9時10分 
　から
申込方法●電話、FAX、郵送または 
　Eメール
申込み期限● 6月 21 日（金）
ところ●四街道市大日 468-1
問合せ●千葉県立千葉盲学校
　☎ 043-422-0231
　FAX 043-424-4592
　Eメール
　{chiba-sb@chiba-c.ed.jp

お知らせ お知らせ

●特設住民相談　6月3日（月）
午前9時30分〜午後2時
役場1階第2会議室
■住民課住民係☎76-5401

●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

相談は無料です『消費者相談窓口』

教科書展示のお知らせ 「復興の　未来と生命（いのち）　照らす水」 

働くことに悩みを抱えている若者の支援

旭中央病院からのお知らせ

　職業的な自立を目指す若者や、保護者の方などを対象
にキャリアカウンセラーの資格をもった相談員が無料で
相談に対応します。ぜひご利用ください。
とき●6月14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

会場●多古町役場　1階　第1会議室
申込み●事前に申込みが必要です。
問合せ●ちば北総地域若者サポートステーション
　☎0476-37-6844

　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。
とき●6月7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●5月24日（金）～31日（金）
申込み問合せ●産業経済課経済振興係
　☎76-5404

　佐原教科書センターでは、小・中学校用検定済教科書
等の見本を展示します。
とき●6月14日（金）～29日（土）の日曜日を除く14日間
　午前9時～午後5時
会場●北総教育事務所香取分室　2階展示室
問合せ●佐原教科書センター（北総教育事務所香取分室内） 
　☎0478-54-1529 新たに受診をご希望の患者様の受付について

　旭中央病院では、一部診療科（下記）を除き、新たに受診を希望する患者さ
んの受付を行っています。初診の際に紹介状がない場合は、従前どおり初診 
料とは別に2,100円を負担いただいています。また、「紹介状」や「予約」が 
必須となる診療科がありますので、詳しくはお問い合わせください。

問合せ●旭中央病院☎0479-63-8111（代表）

6月1日～7日は水道週間です
　水は限りある資源です。大切に使いま
しょう。
　水道料金のお支払いは、便利な口座振替
をご利用ください。
問合せ●生活環境課水道管理係
 ☎76-5406

　※注意
　眼　　　科：旭市民以外の方は紹介状が必要です。
　呼吸器内科：旭市民のみ診察を行っています。
　救 急 外 来：旭市民および15歳未満の小児を除く軽症の患者さんが
　　　　　　　 時間外に受診した場合に、保険診療分とは別に「時間外

選定療養費」として5,250円を負担いただいています。

期日●平成25年9月29日（日）～10月1日（火）2泊3日

募集人数●先着80名　参 加 費●60,000円（一人）
対 象 者●多古町在住・在勤の方
申込受付●7月から受付開始予定（詳しくは、広報たこ7月号でお知らせします）
問 合 せ●企画財政課企画空港対策係　☎76-5409

～湯布院・別府・耶馬渓を巡る北九州の旅～
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「1日目」多古町役場＝成田空港＝福岡空港＝金鱗湖＝別府　地獄めぐり
　　　　 別府温泉　泊

「2日目」 ホテル＝宇佐八幡宮＝中津城＝耶馬渓橋（オランダ橋）＝青の洞門・競
秀峰＝羅漢寺・渓石園＝杖立温泉　泊

「3日目」 ホテル＝九重夢大吊り橋＝天領日田豆田町＝大宰府天満宮＝福岡空港＝
成田空港＝多古町役場
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