
■7億円当たる⁉サマージャンボ宝くじ■　今年は史上最高額の 1等・前後賞合わせて 7億円！　発売期間● 7月 8日（水）から 7月 31日（金）
まで　抽選日● 8月 11日（火）　発売単価● 1枚 300 円　※この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

■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他が相談に応じ、問題解決に当たります。
とき● 7月 25日（土）午後 1時～ 4時　ところ●成田市中央公民館　問合せ●千葉中央法律事務所 ☎ 043-225-4567

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。

病気の予防と早期発見のために
乳がん検診 

　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 13日（月）・14日（火）
　16日（木）・18日（土）・22日（水）
ところ●保健福祉センター
対象●【超音波】30～ 39歳
　【マンモグラフィー】40歳以上
申込期限● 7月 3日（金）
※ 子宮がん検診は 9・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 19 日（水）・20 日（木）
　1日目╱午前9時50分～午後4時 
50 分、2日目╱午前 9時 50 分～
午後 3時 55 分

ところ●佐原中央公民館
　（香取市佐原イ 211）
受付期間●7月15日（水）～16日（木）
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（千葉市中央区道場南
1-9-15 千葉県電工会館 2階）へ持
参または FAX（043-223-6610）

※定員 150 名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

「院外処方」へ移行
国保旭中央病院 

　7 月 15 日（水）から病院外の保険 
薬局で薬を受け取る「院外処方」に 
移行します。抗がん剤、治験薬、検
査用薬など一部を除き原則全て院外
処方となる予定で、保険薬局、調剤
薬局、基準薬局、処方せん受付など
の表示のある全国の薬局で薬を受け
取ることができます。詳しくは、旭
中央病院のHPをご覧ください。（http://
www.hospital.asahi.chiba.jp）
問合せ●国保旭中央病院
　☎ 63-8111

お知らせ

　「仲間と新しく事業を始めたい」「組合を作って事業を拡大したい」など、
同じような立場にある中小企業や仲間同士などで組合を作り、困難な事案
を解決したり、互いに協力・助け合って経営を充実・強化したいと考えて
いる方々のために、組合の設立に関して無料で相談に応じています。
問合せ●千葉県中小企業団体中央会☎ 043-306-3285

事業協同組合等の設立無料相談

日程● 7月 18 日（土）～ 8月 16 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（土）、26 日（日）
入場料●【中学生まで】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

夏本番！みんな集まれ！！  町民船越プール（旧第三小プール）

　7 月 18日（土）・19日（日）に水稲の病害虫防除を行います
★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、
　農薬がかかった場合は、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、農薬がかからないようにご注意ください。
※天候により、日程は変わる場合があります。
問合せ●産業経済課農業振興係☎ 76-5404

ヘリコプターによる空中散布

　日頃のご愛顧に感謝を込めて、多古町にお住まいの方に限り入園料金を
割引きします。
期間● 8月 1日（土）～ 8月 31 日（月）
入園料金●大人（高校生以上）　2,000 円（通常 2,800 円）
　　　　　小人（4歳～中学生）1,000 円（通常 1,400 円）
入園方法●入園チケット売り場にて、在住証明書をご提示ください。
　（運転免許証・国民健康保険証・身分証等）
問合せ●鴨川シーワールド　サービス課☎ 0470-93-4803

多古町　町民感謝月間　鴨川シーワールド　借金問題に精通した弁護士が
相談に応じます。受付時、担当
弁護士を紹介しますので面談日
時を相談のうえ、担当弁護士の
事務所を訪れてください。
受付時間●平日午前10時～11時 
30 分、午後 1時～ 4時

相談料●初回無料（30 分）
受付問合せ●千葉県弁護士会
　☎ 043-227-8581

クレジットサラ金無料相談

夏期無料開放！
千葉県道路公社 

　千葉県内の有料道路が全車種、終
日無料で通行できます。
無料期間●7月1日（水）～9月30日 
（水）（92日間）
対象道路●東総・鴨川・千葉外房・
東金九十九里・利根かもめ大橋・
銚子・九十九里（7路線）

※各路線の詳細については道路公社
HPをご覧ください。

　（http:www.chiba-dourokousha.or.jp）
問合せ●千葉県道路計画課
　☎ 043-223-3295

期限を守りましょう
労働保険の申告・納付 

　期限は 7 月 10 日（金）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

お悩みの方へ
難病相談 

　うまく力が入らない、歩きにくい
などの病状でお悩みの方とご家族の
ために、面接相談を行います。
とき●7月29日（水）午後2時～4時
ところ●香取健康福祉センター
　（香取保健所）1階診察室
対応疾患●神経難病患者・家族
　（未受診者含む）
内容●神経内科医師による医療、療
養生活に関する個別相談

申込み問合せ●7月22日（水）までに 
香取健康福祉センター

　健康生活支援課☎ 0478-52-9161

●消費者相談
　7月3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8月7日（金）開催
申込期間7月24日（金）～7月31日（金）
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　7月10日（金）

午前10時～午後5時
役場1階 第1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
　7月22日（水）

午前9時30分～午後3時
役場1階 第2会議室
問住民課住民係☎76-5401

●交通事故相談
　7月21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
問総務課交通防災係☎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
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
　7月11日（土）

午後1時～5時
旭市民会館
■登記・法律・債務整理など
■7月9日（木）まで
問司法書士飯嶋事務所
☎25-0567 

●行政書士相談
　7月19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

　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 21 年 4月 2日～平成 22 年 4月 1日生まれの方
とき● 10 月 16 日（金） 午後 1時 15 分～ 45 分まで受付
ところ●保健福祉センター　持参物●母子手帳、問診票
検査内容●内科・歯科・眼科・耳鼻科など
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

平成28年度 小学校へ入学する皆さんへ

　ボランティアをする人もされる人もお互いに笑顔で支えあい、地域の
輪、ボランティアの輪をつなげましょう。

とき● 7月 31 日（金）　午後 1時 30 分開始
　【受付は午後 1時から】
ところ●多古町コミュニティプラザ
　3階　多目的ホール
内容●第１次救命救急法、バルーンづくり、車いす
の介助法、東日本大震災の津波語り部と紙芝居な
ど実技や体験を交えた楽しい集いを予定してい
ます。どなたでもお気軽にご参加ください。

問合せ●多古町ボランティア連絡協議会
　（多古町社会福祉協議会）☎ 76-5940

第1回多古町ボランティアの集い
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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（火）～23日（木）
　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●八角;090-8673-0460

相談日が祝日の場合はお問い合わせください。
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