
■リウマチ医療無料相談会■　リウマチのことや医療・福祉の問題についてお気軽にご相談ください。
とき● 6月 20日（土）午後 1時 30分～午後 4時　ところ●神崎ふれあいプラザ　問合せ●香取リウマチの会☎ 0478-54-0248 笹本

■移動暴力相談所の開設■　とき● 7月 22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

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。

身体のチェックしませんか？
県立佐原病院フェスティバル 

　今年は「心とからだが喜ぶ癒し」を
テーマとしたイベントを企画してい
ます。
とき● 6月 13日（土）
　午前 9時～午後 3時
ところ●佐原病院新館（1・2階）
内容●お薬相談、栄養指導など
参加費●無料
問合せ●佐原病院地域医療連携室
　☎ 0478-54-1231

学校施設と授業を公開
銚子特別支援学校 

とき● 6月 17 日（水）、18 日（木）
　午前 9時から受付
　午前 9時 20 分～ 12 時
※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（鈴木）

ご協力をお願いします♥
愛の献血 

とき● 7月 2日（木）　
　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（木）役場附 
属棟、いきいきフェスタ（期日未
定）、平成 28 年 3 月 4 日（金）役
場附属棟

問合せ●保健福祉課健康づくり係
　☎ 76-3185

犬写真展　「犬は友達・家族」
ギャラリートキノオト 

とき●6月19日（金）～7月13日（月）
　毎週金曜 :午後1時30分～5時頃
　毎週土日月曜 :午前 10時 30分～
午後 5時頃　【入場無料】

ところ●多古町北中 2086-8
問合せ●小島;080-5493-9843

お知らせ

平成26年度　住民基本台帳の閲覧状況公表

問合せ●住民課住民係☎ 76-5401

　「住民基本台帳法」および「多古町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規程」に基づき平成 26年度
中に閲覧が行われたものについて、下記のとおり公表します。
※閲覧できる情報は、住所・氏名・性別・生年月日に限られています。

閲覧者氏名（法人の場合は名称
および代表者または管理者） 閲覧事由（利用目的）の概要 閲覧年月日 閲覧した住民の範囲

（一社）新情報センター
事務局長　平谷伸次

農山漁村に関する世論調査の対象者抽出
（委託者　内閣府大臣官房政府広報室）

平成 26 年
5月 29 日

20 歳以上の男女で、住所が「多
古町南玉造」の住民のうち 16 件

（株）マーケティング・
リサーチ・サービス
代表取締役　永井孝由

男女共同参画社会の実現に向けての県民意識
調査の対象者抽出
（委託者　千葉県総合企画部男女共同参画課）

平成 26 年
7月 25 日

20 歳以上の男女で、住所が「多
古町堀ノ尻」の住民のうち 27 件

（株）マーケティング・
リサーチ・サービス
代表取締役　永井孝由

第 49 回県政に関する世論調査の対象者抽出
（委託者　千葉県総合企画部報道広報課広聴室）

平成 26 年
11 月 17 日

20 歳以上の男女で、住所が「多
古町高根」の住民のうち 20 件

（一社）中央調査社
会長　西澤 豊

少子高齢社会における社会階層と移動に関
する調査の対象者抽出
（委託者　国立大学法人東京大学大学院人
文社会系研究科長）

平成 26 年
12 月 10 日

20 歳以上 79 歳以下の男女で、
住所が「多古町南中」の住民のう
ち 25 件

（株）サーベイリサーチ
センター

代表取締役　藤澤士朗

霞ヶ浦における水環境事業に関する調査の
対象者抽出
（委託者　国土交通省関東地方整備局霞ヶ
浦河川事務所長）

平成 26 年
12 月 19 日

多古町全域の住民のうち、20
歳以上の男女 8件

●消費者相談
　6月12日（金）

午前10時～午後3時
コミュニティプラザ1階 会議室

（控室は第1研修室）
次回は7月3日（金）開催
申込期間6月19日（金）～6月26日（金）
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　6月12日（金）

午前10時～午後5時
役場3階 第7会議室
■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
問ちば北総地域若者サポートステーション
☎0476-24-7880

●住民相談
　6月1日（月）

午前9時30分～午後2時
役場1階 第2会議室
問住民課住民係
☎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
問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
問社会福祉協議会
☎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
問保健福祉課健康づくり係
☎76-3185

●司法書士相談
　6月13日（土）

午後1時～5時
旭市民会館
■登記・法律・債務整理など
■6月11日（木）まで
問司法書士飯嶋事務所
☎25-0567 

●行政書士相談
　6月21日（日）

午後1時30分～4時
匝瑳市市民ふれあいセンター
■相続・遺言・協議書など
問スギヤマ行政書士
☎72-1639

　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 19 日（金）～ 7月 4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

教科書展示のお知らせ

勤務● 7月 18日（土）～ 8月 16日（日）　午後 0時 30分～ 4時 30分
　（毎週月曜休み、1日 2名程度の勤務予定）
資格●高校生以上の健康な方で、普通救命講習受講済者
　（採用決定後、普通救命講習会に参加可能な方）
職務内容●危険行為の監視、プールサイドや更衣室など
　の清掃、入場者の受付業務
募集人員● 6名　賃金●時給 800円
募集期間● 6月 2日（火）～ 19日（金）
申込み問合せ●コミュニティプラザ内生涯学習課社会体育係☎ 76-7811
※応募者が 7名以上の場合のみ、後日面接により決定

町民船越プール（旧第三小プール）の監視員募集

勤務● 7月 21 日（火）～ 8月 27 日（木）の予定
　月曜～土曜のうち 3日間で 1日 6時間程度
資格● 18 歳～ 60 歳位まで
勤務場所●多古・久賀・中村学童保育所
職務内容●小学校低学年児童の保育（宿題の助言、絵本の読み聞かせ等）
賃金●時給 840 円（教諭や保育士など有資格者は時給 950 円）
提出書類●履歴書　選考方法●面接
申込み問合せ● 6月 10 日（水）までに子育て支援課こども係 ☎ 76-5412

夏休み中の学童保育所指導員募集

　「人間の生命を守り、一人ひとりを大切にしたい」という願いのもとに、
赤十字の使命とする人道的な活動を身近な社会の中で実践しようとするボ
ランティア組織で一緒に活動しませんか？
団員の条件●多古町にお住いの 18 歳以上の方で、赤十字奉仕団の趣旨に
賛同していただける方。性別は問いません。

活動内容●福祉施設等での奉仕作業、救急法の受講や普及
活動日数●年 15 日程度（活動の多くは平日）
問合せ●日本赤十字社千葉県支部多古町分区事務局（多古町保健福祉セン
ター内）☎ 76-3185　※入団について詳しくはお問い合わせください。

多古町赤十字奉仕団の団員募集

応募期間● 6月 1日（月）～ 19 日（金）必着
※申込みは、必ず往復はがきにてご応募ください。
販売● 1セット 10,000 円（1人当たり 2セットまで）。
　その他、詳しい内容につきましては広報と一緒に配布するチラシをご覧
ください。

問合せ●多古町商工会☎ 76-2206

地方創生多古町プレミアム付商品券予約販売

サーブ・スマッシュ・ボレー
町民ソフトテニス大会 

とき● 6月 20日（土）
　【開会式】午前 8時 30分から
※予備日 6月 27日（土）
ところ●町民テニスコート
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
　（先着 16組）
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●6月19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

えほんとおはなしの会
よみきかせ会「ぐるんぱ」 

　絵本のよみきかせや紙芝居、手遊
びなどで一緒に楽しみましょう。
　申し込みは不要です。
とき●毎週土曜日
　午前 10時 30分～ 11時
ところ●コミュニティプラザ
問合せ●コミュニティプラザ図書室
☎ 79-3406

無料相談いろいろ
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