
住宅・土地統計調査に
ご協力ください

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
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■千葉県行政書士会東総支部無料相談会■　相続・贈与に関する書類や賃貸契約書、離婚協議書などでお困りの方は、ご相談ください。
とき● 9月 15 日（日）午後 1時 30 分～ 4時　ところ●匝瑳市市民ふれあいセンター　問合せ●スギヤマ行政書士事務所☎ 72-1639

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。

あなたの意欲をお手伝いします
1日ハローワーク 

とき● 9月 25 日（水）
　午前 10 時～午後 3時
ところ●役場 1階　第 2会議室
問合せ●ハローワーク佐原
　☎ 0478-55-1132
　　　　産業経済課経済振興係
　☎ 76-5404

医療の輪つなげて取り組む透析予防
入場無料！市民のための糖尿病教室 
　会場内では血糖、血圧、血管年齢、
骨密度が無料で測定できます。
とき● 10 月 13 日（日）開場 : 午前
11時30分、開演:午後1時～4時
30分

ところ●成田国際文化会館大ホール
問合せ●多古中央病院
　☎ 76-2211 加瀬

平成26年度学生募集
千葉県立農業大学校【推薦入試】 
募集人員●①農学科【約40名】
　　　　　②研究科【約10名】
受験資格●①高卒者または平成26年 
3 月卒業見込みの者

　②農業大学校の農学科等を卒業し
た者または平成 26 年 3月卒業見
込みの者

試験期日●10月 29日（火）
願書受付●10月1日（火）～15日（火）
申込み問合せ●千葉県立農業大学校
　☎ 0475-52-5121
  （〒 283-0001 東金市家之子 1059）

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 24 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20日（金）～10月10日 
（木）　（土・日除く）【試験に伴う
受験者講習会】10 月 16 日（水）い
いおかユートピアセンター

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

お知らせ

●住民相談　9月24日（火）
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　9月10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。

平成25年度　防衛省自衛官募集！

全国一斉の緊急情報伝達訓練を行います

多古中央病院からのお知らせ　正規職員募集！

平成26年度小学校へ入学する皆さんへ　

※ 資格は平成26年4月1日現在の年齢です。
問合せ●自衛隊千葉地方協力本部成田地域事務所☎0476-22-6275

HPアドレス
http:www.mod.go.jp/pco/chiba

■平成25年11月1日採用
職種●①看護師【2名】　※内1名は介護支援専門員資格を有する
■平成26年4月1日採用
職種●①看護師【2名】②臨床検査技師【1名】③看護助手【1名】④調理員【1名】
提出書類●①②③履歴書・資格免許証の写し（②は26年春季資格取得見込み
含む）④履歴書・調理師免許の写し

申込期限●9月30日（月）　申込み問合せ●多古中央病院庶務係☎76-2211

弁護士が相談に応じます！無料『消費者相談窓口』
とき●9月6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●8月23日（金）～8月30日（金）
申込み問合せ●産業経済課経済振興係☎76-5404

■第3回香取圏域ふれあいまつり■　各種模擬店やバザーなど。障がいのある方たちと住民の皆さんとの交流の場です。　とき●10月5日（土）
午前 10 時 30 分～午後 4時 30 分　ところ●東庄町公民館　問合せ●NPO法人香取の地域福祉を考える会☎ 0478-52-3888 中塚

　これは、10月1日現在を基準日と
して住宅の数・種類・設備の状況・
耐震性・土地の所有状況などを基礎
情報として集約し、暮らしと住まい
に関する計画や施策に反映させるこ
とを目的とした国の調査です。調査
対象世帯には、9月上旬から「調査
員証」を携帯した調査員がお伺いし
ますので、ご協力をお願いします。
問合せ●企画財政課企画空港対策係
　☎76-5409

　来年度、多古町の小学校に入学予定のお子さんを対象に、法律に基づき就
学時健康診断を行います。
　当日は、保護者または代理の方が必ず付き添いの上、受診をお願いします。
　なお、通知文および問診票は、10月上旬に郵送する予定です。
対象●平成19年4月2日～平成20年4月1日生まれの方
とき●10月22日（火）　受付:午後1時15分～45分
ところ●多古町保健福祉センター
健診内容●内科・歯科・眼科・耳鼻科
持参物●母子手帳、問診票
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

　地震などの緊急情報を、国から市区町村へ伝達するシステムの訓練です。
とき●平成25年9月11日（水）　午前11時00分頃と午前11時30分頃の2回
　「これは試験放送です。」と防災無線で放送します。

不妊・去勢手術費用の一部を助成します
助成対象●千葉県獣医師会の会員動物病院で年内に手術可能な犬・猫約800
匹（毎年応募多数で抽選。当選結果が届く前に手術を行った場合は無効） 

助成金額●手術費用のうち5,000円
※手術と同時にマイクロチップを装着される方は、装着費用の一部（1,000
円）が上乗せされ、抽選も優遇されます。ただし、手術をする際にチップ
の装着を取り止める場合は、不妊・去勢手術自体の当選も無効となります。

対象動物●【飼い犬】 今年度の狂犬病予防注射済みで、登録済みの手術可能な
オス・メス

　　　　　【飼い猫】手術可能なオス・メス
応募期間●9月20日（金）～26日（木）
※1世帯当たり1匹（1通）のみの応募とし、2匹以上や
　他人名義での応募と判断される場合は無効となります。
申込み問合せ●（公社）千葉県獣医師会☎043-232-6980
　　　　　　　（財）千葉県動物保護管理協会☎043-214-7814

働くことに悩みを抱えている若者の支援をします
とき●9月13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●多古町役場1階　第1会議室
申込み●事前の申込みが必要です。
問合せ●ちば北総地域若者サポートステーション
　☎0476-24-7880

あなたの経験・知識・技能を生かそう！
（公社）多古町シルバー人材センター入会説明会
　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

定
てい

・障子はり・運転代行など、さまざまな分野で
現在約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●9月25日（水） 午前10時
ところ●社会福祉協議会2階　会議室
問合せ●（公社）多古町シルバー人材センター
　☎76-6606

秋の
9月21日（土）～30日（月）

ち　ば

交　通　安　全

全国交通安全運動
～ 光ります マナーとルールと 反射材 ～

無料相談
いろいろ
無料相談
いろいろ
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種　　目 資　　格 受付締切日 試験日

防衛大学校（前期）・ 18 歳以上 21 歳の高卒者（見込
み含む）

・日本国籍を有する者

9月5日（木）～9月30日（月）
まで（締切日必着）

11 月 9日（土）・10 日（日）

防衛医科大学校 11 月 2日（土）・3日（日）

看護学生 10 月 19 日（土）
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