
■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● 11 月 16 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

■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・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● 11 月 29 日（土） 午後 1時～ 4時　ところ●千葉市中央コミュニティセンター　問合せ●千葉中央法律事務所☎ 043-225-4567

（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

雇用主の皆様へ　～千葉高齢・障害者雇用支援センターからのお知らせ～
　当センターでは、高年齢者や障害者の雇用に関する相談・援助、給付金
など支給申請の受付、また障害者雇用納付金制度に基づく申告・申請の受
付、啓発活動等の業務を行っています。高齢者および障害者の雇用促進に
対する各種制度がございますのでご活用ください。詳しくはお問い合わせ
ください。
問合せ●千葉高齢・障害者雇用支援センター☎043-204-2901

弁護士が相談に応じます！　無料『消費者相談窓口』
とき●11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）
　【次回の相談日は12月5日（金）　午前10時～午後3時、
　申込みは11月21日（金）～28日（金）まで】
申込み問合せ●産業経済課経済振興係☎76-5404

農業用廃ビニール類の回収
　廃ビニール類等を搬入するときは事前に登録が必要です。産業経済課で
受け付けていますので、早めの登録をお願いします。
とき●12月2日（火） 午前9時～午後3時、12月3日（水） 午前9時～正午
ところ●JA多古町ライスセンター　処理料●1kgにつき9円（個人負担分）
※ 廃プラ類（肥料袋・培土袋を含む）と廃ビニール類は必ず
　水洗いをして、土などの付着物を取り除いてから分別し、
　1枚ずつ重ねて束ねた状態で出してください。
問合せ●産業経済課農業振興係☎76-5404

働くことに悩みを抱えている若者の支援をします

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。

か
よ
う
祭

ご相談ください
特設住民相談 

　弁護士による無料相談です。
とき● 12月 8日（月）
　午前 9時 30分～午後 2時
ところ●役場 1階 第 2会議室
　※相談は予約制です。
　※一人あたり 20分程度の
　　相談時間になります。
予約受付● 11月 10日（月）
　午前 9時から
申込み問合せ●住民課住民係
　☎ 76-5401

サーブ・スマッシュ・ボレー
第21回町民ソフトテニス大会 

とき● 11月 15日（土）
　【開会式】午前 8時 30分から
　※雨天中止
ところ●町民テニスコート
　（水戸工業団地）
種目●一般男子・一般女子・一般混
合・小学生（すべてダブルス）
参加資格●町在住・在勤・在学の方
参加費●小学生 1組 1,000 円
　一般 1組 2,000 円（当日集金）
申込み問合せ●11月1日（土）～14日 
（金）までにコミュニティプラザ内
生涯学習課社会体育係

　☎ 76-7811

マナーを守りましょう！
狩猟期間のお知らせ 

　11 月 15 日（土）から平成 27 年 2
月 15 日（日）までは狩猟期間です。
　狩猟者はマナーを守り、安全な狩
猟に努めましょう。
　野外で活動する方は、目立つ服装
でラジオを携帯するなど、事故防止
のための対策を行いましょう。
問合せ●千葉県環境生活部自然保護
課☎ 043-223-2972

見どころ満載！
県立香取特別支援学校「かよう祭」 
　小学部の発表や作業製品頒布、模
擬店などが催されます。ぜひお越し
ください。
とき● 11 月 15 日（土）
　午前 9時 50 分～午後 2時 15 分
ところ問合せ●県立香取特別支援学
校（香取郡神崎町大貫 383-13）

　☎ 0478-72-2911

移動入会説明会開催
シルバー人材センター 

　中地区の方を対象に行います。町
在住の健康な 60 歳以上で働く意欲
のある方は、気軽にお越しください。
とき● 12 月 6日（土）
　午後 2時～ 3時
ところ●西谷集会所
問合せ●（公社）多古町シルバー人材セ
ンター☎ 76-6606

お知らせ

●住民相談　11月21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  11月26日（水）
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。

問

問

問

問
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　定期預金など利息付き預金は
金融機関ごとに一人あたり元本
1,000 万円までとその利息が保
護されます。利息の付かない普
通預金など要件を満たす預金は
全額保護されます。
　該当するかは各金融機関にご
確認ください。
問合せ●財務省関東財務局千葉
財務事務所理財課

　☎ 043-251-7214

知っていますか？
預金保険制度

無料相談いろいろ

総合病院 国保旭中央病院からのお知らせ
　当院では初診で受診される患者様へ紹介状の持参をお願いしています。
特に、整形外科での初診の受付は「紹介状」をお持ちの方のみ（旭市民を除
く）とさせていただいております。初診で受診される場合には、必ずお近
くの医院等からの「紹介状」をお持ちくださるようお願いいたします。
問合せ●総合病院 国保旭中央病院☎0479-63-8111（代）

　裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の
場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。平成27年の名簿に記載される人数は、全
国で約23万3,800人です。
■「名簿記載通知」とは？
　候補者名簿に記載されたことのお知らせです。名簿は、各市町村で選挙人名簿からくじにより無作為抽出され
た後、裁判所で作成されます。この段階ではまだ事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありませんので、すぐ
に裁判所に呼ばれることはありません。
　また、通知とともに辞退希望の有無などを記載する「調査票」も送付されます。該当する項目がある場合は、ご
記入の上、返送してください。
裁判員制度ウェブサイトhttp://www.saibanin.courts.go.jp/
問合せ●千葉地方裁判所☎043-222-0165

11月9日（日）～15日（土）　秋季全国火災予防運動が実施されます

　火災予防を心掛け、死傷事故や大切な財産の損失を防ぎ
ましょう。
　運動初日の 9日（日）午前 7時には、管内で一斉にサイレン
が鳴らされます。

■住宅防火 いのちを守る 7つのポイント■
 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ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

 ①逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器などを設置する
 ②寝具 ･衣類 ･カーテンからの火災を防ぐため、防炎製品を使用する
 ③火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器を設置する
 ④ お年寄りや身体の不自由な人を守るため、隣近所の協力体制をつくる

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

３つの
習慣

４つの
対策

『もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ』

裁判員制度
平成27年の「裁判員候補者名簿」に記載された方へ
11月中に名簿記載通知が送付されます！

くらしの情報

1415 2014.11

とき●11月14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


