
■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● 8月 17 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

■アイヌの方々からの様々な相談を無料・匿名可・秘密厳守でお受けします■　とき●平成 27 年 3月 31 日（火）までの平日・土曜日午前
10 時～午後 5時　※ 8月 10 日～ 17 日、12 月 27 日～ 1月 4日は休み　フリーダイヤル●10120-771-208（公財）人権教育啓発推進センター

（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

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。

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

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 3日（金） 
ところ●小見川市民センターいぶき
館（香取市羽根川 38）

受付期間●8月25日（月）～29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
　☎ 0478-52-1192

結婚50周年を迎えられる方へ
記念品を贈呈します 

　「敬老の日・老人福祉週間」行事の
一環として、結婚 50 周年を迎えら
れるご夫婦に記念品を贈呈します。
要件●昭和 39年 9月 1日～昭和 40
年 8 月 31 日までの間に結婚し、
平成 26 年 8月 1日現在において
夫婦健在で、多古町に住所を有し、
居住している方

申込み● 8月 1日（金）～ 20 日（水）
までに保健福祉センター窓口に申請

問合せ●保健福祉課福祉係
☎ 76-3185

少人数でも結構です
認知症サポーター養成講座 

　多くの人に認知症を正しく理解し
ていただくため、各団体やサークル
などへ講師を派遣しています。お気
軽にお申し込みください。
講座内容●認知症についての講座
90分程度

申込み● 2カ月前までに、日時・会
場・参加人数・代表者の連絡先を
お知らせください。

その他●講師派遣についての費用は
かかりません。また、会場の手配
や参加者への連絡は、各団体でお
願いします。

問合せ●保健福祉課福祉係（認知症
サポーター養成講座事務局）

　☎76-3185

第3級アマチュア無線技士
養成課程講習会を実施します！ 
　一日で講習・修了試験を行います。
対象者●第4級アマチュア無線技士 
または同等の資格を有する者

とき● 10 月 26 日（日）
　午前 8時 30 分～午後 6時
ところ●多古町商工会館
受講料● 12,750 円
定員● 54 名（先着順）
申込み問合せ●石田滋康
　☎ 76-2401

潰瘍性大腸炎＆クローン病
医療講演会 

　慶應義塾大学病院・消化器内科の
久松理一先生による「生物学的製剤
の登場によって IBD 治療はどう変
わったか？」の講演を行います。終
了後、患者同士の交流会を実施。
とき● 9月 7日（日）午後 1時～ 4時
　※受付は午後 0時 15分から
ところ●船橋市西部公民館
　（船橋市本中山 1-6-6）
資料代● 500円
定員● 100 名
　※事前申込み必要
申込み●インターネットで、ちば
IBDの HP中「講演・交流会」の一
覧から医療講演会9/7開催を選び、
申込方法中のchiba_ibd＠yahoo.
co.jp から記載事項を入力して 
8 月 23 日（土）までに申込み。

問合せ●http://www.chiba-ibd.com/
　;080-3421-7872 竹井
　（午後 0時～ 1時の間のみ受付）

お知らせ

●住民相談　8月21日（木）
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

●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

国道・県道等の沿道地権者の皆様へ 町村合併60周年記念

個人事業税の納期のお知らせ

　道路や歩道に張り出した樹木には次のよ
うな危険があります。
　◦通行の妨げになる
　◦通路の見通しを悪くする
　◦標識を覆ってしまう　等
　これらが原因で交通事故が起きたとき
は、所有者の責任を問われることがありま
す。
　樹木が繁茂する時期です。伐採または枝
払いなど適正な管理をお願いします。
問合せ●千葉県成田土木事務所管理課
　☎ 0476-26-4832

期日● 9月 28 日（日）～ 9月 30 日（火）　 2 泊 3日
募集人数●先着 80 名　参加費● 62,000 円
対象者●多古町在住または在勤の方　募集締切●8月 4日（月）
問合せ●企画財政課企画空港対策係☎ 76-5409

　個人事業税第 1期分の納期限は 9月 1日（月）です。
　納税通知書は 8月中旬に送付しますので、最寄りの金融機
関でお早めに納付してください。個人事業税の納税は、口座振
替を利用されると便利です。
問合せ●香取県税事務所☎ 0478-54-1314

道路上に張り出している樹木の剪
せん

定
てい

に
ついてのお願い

第 32回　「多古町民ふれあい号」の旅
～出雲大社・足立美術館・山陰温泉巡りの旅～

無料相談いろいろ

問

問

問

問

弁護士が相談に応じます！無料『消費者相談窓口』
とき●8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）
　【次回の相談日は9月5日（金）　午前10時～午後3時、
　申込みは8月22日（金）～8月29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●8月8日（金）午前10時～午後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 （控室は第2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

平成26年度　防衛省自衛官募集！

　※資格は平成27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 試験日

自衛官
候補生
（男子）

18歳以上
27歳未満の者 8月1日（金）～

9月9日（火）ま
で

（締切日必着）

受付時にお知らせ

自衛官
候補生
（女子）

9月26日・27日
の指定する1日

一般曹
候補生

9月19日・20日
の指定する1日

航空学生
（パイロット）

18歳以上21歳未満
の高卒者

（見込み含む）

1次9月23日
2次10月18日～
23日の指定する
1日

ひとりで悩まないで、迷わずご相談を！
千葉財務事務所では、無料の相談窓口を設置しています。

　●多重債務相談（借金の返済）
　　受付●午前8時30分～12時、午後1時～4時30分の平日
　　　　　☎043-251-7830〔直通〕
　●投資勧誘相談（未公開株、社債、ファンド）
　●ヤミ金融相談（高金利貸付、悪質取立て）
　　受付●午前9時～午後5時45分の平日

問合せ●財務省千葉財務事務所☎043-251-7214

くらしの情報
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