
■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● 7月 20 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●千葉県行政書士会東総支部スギヤマ行政書士事務
所☎ 72-1639

■就業・就学をしていない15歳～ 39歳までの訓練生募集■　自立を目指す方を支援する 1カ月間の集中講座を開催します。
とき● 8月 1日（金）～ 29 日（金）※週休 2日制　参加費● 15,000 円（食費、宿泊費など）　申込期限● 7月 23 日（水）　問合せ●ちば北総地域若
者サポートステーション☎ 0476-24-7880

まちづくり志民活動助成事業

（代表）0479-76-2611
FAX 76-7144

【1階】出 納 室 76-5415

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
都市計画課 76-5408
都市整備課 76-5407

【2 階 】総 務 課 76-2611
企画財政課 76-5409
産業経済課 76-5404
農業委員会 76-5403

【3 階 】議会事務局 76-5414

FAX 76-3186
保 健 福 祉 課 76-3185
地域包括支援センター 70-6111

FAX 76-7813
学 校 教 育 課 76-5411
生 涯 学 習 課 76-7811
プ ラ ザ 図 書 室 79-3406

多 古 こ ど も 園 76-6050
たこ・こどもルーム 76-4444

FAX 76-7021
多 古 中 央 病 院 76-2211
給 食 セ ン タ ー 76-3253
わぁーかちぃーと 75-4919

役場庁舎の電話番号です

保健福祉センター

コミュニティプラザ

参加者を募集します

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。

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 

　予約制ですので、事前の申し込み
が必要となります。
とき● 7月 14 日（月）・17 日（木）・
19日（土）・8月 2日（土）・5日（火）

ところ●保健福祉センター
対象●【超音波】30～ 49歳
　　　【マンモグラフィー】50歳以上
申込期限● 7月 4日（金）
　※子宮がん検診は10月に実施予定
問合せ●保健福祉課健康づくり係
　☎ 76-3185

甲種防火管理者
資格取得講習会 

とき● 8月 20日（水）・21日（木）
　1日目：午前10時～午後4時50分
　2日目： 午前9時50分～午後3時
　　　　　40分
ところ●横芝光町文化会館 集会室
　（横芝光町横芝 922-1）
受付期間●7月29日（火）～30日（水）
受講料● 6,170 円
申込み●組合管内消防署にある受講
申込書に記入の上、（社）千葉県消
防設備協会（千葉市中央区仁戸名
町 666-2 消防会館内）へ持参また
はFAX送信（043-268-7129）

　※定員 150人になり次第締め切り
問合せ●香取広域市町村圏事務組合
消防本部予防課

　☎ 0478-52-1192

秘密は必ず守ります
移動暴力相談所 

　暴力団からの被害の防止と保護救
済を図るため相談所
を開設します。ぜひ
ご利用ください。
とき● 7月 23日（水）
　午前 10時～午後 4時
ところ●香取地域振興事務所（香取
市北 3-1-3 ☎ 0478-54-1311）

問合せ●（公財）千葉県暴力団追放県
民会議☎ 043-254-8930

　フリーダイヤル10120-089354

社会福祉施設など就職希望者へ
福祉の仕事就職フェア・in ちば 
　求人のある社会福祉施設や事業所
の採用担当者との個別面談や職場に
関する相談などを行い、就労をサ
ポートします。
とき●7月13日（日）午後1時～4時
ところ●幕張メッセ国際会議場（千
葉市美浜区中瀬 2-1）

参加方法●参加費無料、履歴書不要
です。開催日当日、直接会場へお
越しください。

問合せ●千葉県社会福祉協議会
　千葉県福祉人材センター
　☎043-222-1294

事業主のみなさまへ
労働保険の申告・納付はお済みですか 
　期限は7月10日（木）までです。各
労働基準監督署、最寄りの金融機関
を通じて、申告・納付をお願いします。
問合せ●千葉労働局労働保険徴収課
　☎ 043-221-4317

紹介・逆紹介にご協力ください
旭中央病院 

　健康上の不安がある時にはまずか
かりつけ医に相談し、その上で、よ
り専門的な検査や治療が必要となっ
た場合には、かかりつけ医から当院
宛ての紹介状を持って受診してくだ
さい。病状が安定した患者様には、
かかりつけ医やお近くの医療機関へ
の逆紹介を行っています。かかりつ
け医を持つことで、病気の予防や早
期発見を心がけましょう。
問合せ●旭中央病院☎ 63-8111

お知らせ

●住民相談　7月22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　7月18日（金）
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
■保健福祉課健康づくり係
　☎76-3185

相談日が祝日の場合は
お問い合わせください。

とき● 8 月 30 日（土）、9 月 15 日（月・祝）、10 月　13
日（月・祝）　午前 10 時～ 12 時　（全 3 回共通）
対象者● 18 歳以上のランニング経験者
定員●先着 20 名
ところ●あじさい遊歩道
参加費● 2,500 円（保険、T シャツ代など）
申込み問合せ● 7 月 14 日（月）～ 24 日（木）
　までに電話またはメールで
　道の駅多古ランニングコースを広める会
　　代表　所　雅視;090-4079-5850
　　　　　　　　　 {takoroadrun@yahoo.co.jp

市河麻由美ランニング教室 日本赤十字社　防災ボランティア講習会
元三井住友海上陸上部マラソンランナーの 安心・安全なまちづくりにあなたの力を！

とき●一般講習会：7月31日（木）　午前9時30分～午後 
　0 時 30 分、受講後防災ボランティアの登録をします
　基礎講習会：8 月 5 日（火）　午前 9 時 30 分～午後 3 時 
　30 分、救急法基礎講習修了証が交付されます
ところ●コミュニティプラザ　3 階多目的ホール
教材費●基礎講習会のみ 1,500 円
申込み問合せ● 7 月 20 日（日）までに
　住所、氏名、生年月日、電話番号を
　明記のうえ
　　多古町女性ネットワークこだま会
　　☎FAX共通76-2118平山さち子
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7月25日金
26日土

本町区祭礼からのお知らせ
　他地区から本町区の祭礼に参加
する方は、事前に行われる踊りの
練習に必ず出席してください。
とき●7月21日（月）～23日（水）
　午後7時30分～9時
ところ●保健福祉センター
　駐車場
問合せ●勝又;090-9382-9246

無料相談いろいろ

問

問

問

問

問

平成27年度小学校へ入学する皆さんへ
　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月上旬に郵送予定です。
対象●平成20年4月2日～平成21年4月1日生まれの方
とき●10月17日（金） 受付は午後1時15分～45分まで
ところ●多古こども園
検査内容●内科・歯科・眼科・耳鼻科など
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

夏本番！みんな集まれ‼
多古町民船越プール（旧第三小プール）
日程●7月19日（土）～8月17日（日）　午後1時～4時
定休日●毎週月曜日 ※多古祇園祭7月25日（金）、26日（土）
入場料●【中学生以下】110円 　【高校生以上】160円
その他●小学3年生以下は保護者同伴
※天候や水温によって実施できない場合があります。
　あらかじめ電話にてご確認ください。
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

ヘリコプターによる空中散布　
7月19日（土）・20日（日）に水稲の病害虫防除を行います
※雨天の場合は順延
★動植物は室内に入れるか、シートなどで覆ってください。
★ 屋外に駐車してある車は水田から離れた場所に移動し、
　農薬が掛かった場合は、すぐに洗車してください。
★洗濯物などは、散布が済んでから屋外に出してください。
★散歩・通勤・通学時には、農薬が掛からないようにご注意
　ください。
問合せ●産業経済課農業振興係☎76-5404

弁護士が相談に応じます！無料『消費者相談窓口』
とき●7月4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）
【次回の相談日は8月1日（金） 午前10時～午後3時、申込みは
7月18日（金）～7月25日（金）まで】
申込み問合せ●産業経済課経済振興係☎76-5404

働くことに悩みを抱えている若者の支援
とき●7月11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
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
　☎0476-24-7880
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