
■「もの」からみる近世―100点を超える印籠展■　とき●7月28日（火）～8月30日（日）　ところ●国立歴史民俗博物館（佐倉市）の第3展示室
問合せ●ハローダイヤル☎03-5777-8600

■8月は北方領土返還運動全国強調月間です■　期間中には全国各地で集会、講演会、キャラバン、パネル展などの多彩な行事が開催される予
定ですのでぜひご参加ください。※詳しくは内閣府のホームページで（http://www8.cao.go.jp/hoppo/index.html）

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 

　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18日（火）まで 
に、個人での申込みは8月31日（月） 
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 

とき●10月16日（金） 
ところ●匝瑳市民ふれあいセンター
（匝瑳市八日市場ハ793-35）
受付期間●8月24日（月）～28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

第3級アマチュア無線技士
養成課程講習会 

　1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25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

事業主・労働者のみなさまへ
退職金共済制度 

　中小企業退職金共済制度等は国の
制度です。安心・安全で管理も簡単
です。お申込み・ご相談は以下の各
退職金共済事業本部へお願いします。
問合せ●独立行政法人勤労者退職金
共済機構

　中小企業退職金共済事業本部
　　☎03-6907-1234
　建設業退職金共済事業本部
　　☎03-6731-2866
　清酒製造業退職金共済事業本部
　　☎03-6731-2887
　林業退職金共済事業本部
　　☎03-6731-2887

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
　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

お知らせ ●消費者相談
　8月7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9月4日（金）開催
申込期間8月21日（金）～8月28日（金）
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　8月14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
　8月20日（木）

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
　8月8日（土）

午後1時～5時
旭市民会館
■登記・法律・債務整理など
■8月6日（木）まで
問司法書士加瀬事務所
☎73-2654

●行政書士相談
　8月23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

　寸劇を使ったわかりやすい内容の研修会です。ぜひご参加ください。
とき● 10 月 4日（日）午後 1時～ 4時 20 分
ところ●千葉商工会議所「第 1ホール」　締切● 9月 25 日（金）必着
定員● 250 名（申込先着順）　参加費● 500 円（資料代）
問合せ●千葉県社会福祉協議会千葉県後見支援センター
　☎ 043-204-6012　※申込みについてはお問い合わせください。

成年後見制度の研修会が開催されます

　個人事業税第 1期分の納期限は 8月 31 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

個人事業税の納期のお知らせ

　不登校、いじめ、しつけ、虐待など、子育てにお悩みの方の相談に応じ
ます。電話での相談も受け付けています。
受付●月～金（祝日、年末年始は休み）　午前 9時～午後 4時
※来所相談の場合、事前に連絡が必要です。
ところ問合せ●香取健康福祉センター　家庭児童相談室
　☎ 0478-52-9161

お子様の悩み 一緒に考えます

■犬のしつけ方教室
とき● 8月 19 日（水）　午後 1時～ 2時 30 分（受付は午後 0時 30 分）
■パピークラス（子犬同伴で参加できる飼い方教室です）
とき● 8月 22 日（土）　時間は相談に応じます。

※どちらの教室も予約制で受講料は無料です。
問合せ●千葉県動物愛護センター（富里市御料 709-1）☎ 0476-93-5711

千葉県動物愛護センターからお知らせ

結婚50周年を迎えられる方へ
記念品の贈呈 

　「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40年9月1日～昭和41年
8月31日までの間に結婚し、平成
27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3日（月）～21日（金）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

申込み方法●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。

申込み問合せ●地域包括支援セン
ター（認知症サポーター養成講座
事務局）☎70-6111

多古町循環バスについての
お知らせ

国道・県道等の沿道地権者
の皆様へ

　千葉財務事務所では、無料の相談窓口を設置しています。
　専門相談員が解決のための助言を行い、必要に応じ法律専門家に引継ぎ
を行っています。秘密は厳守しますので一人で悩まず、ご相談ください。
受付時間●月～金（祝日を除く）
　午前 8時 30 分～正午、午後 1時～ 4時 30 分（予約不要）
問合せ●財務省千葉財務事務所☎ 043-251-7830

返しきれない借金で悩んでいませんか？

※ 資格は平成 28 年 4月 1日現在の年齢です。
問合せ●自衛隊千葉地方協力本部成田地域事務所☎ 0476-22-6275

平成27年度　防衛省自衛官募集！

種　目 資　格 受付期間 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（土）～
9月8日（火）　
（締切日必着）

受付時にお知らせ

自衛官候補生
（女子）

9月25日～29日
の指定する1日

一般曹候補生
9月18日・19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

　8月下旬に新成人の皆さんへ募集のはがきをお送りします。
式典●平成 28年 1月 10日（日）
送付対象●平成 7年 4月 2日から平成 8年 4 月
　1 日生まれの町内在住者および平成 22 年度
　多古中学校卒業生
※はがきが届かなかった場合は、お問い合わせ
　ください。
問合せ●コミュニティプラザ内
　生涯学習課社会教育係☎ 76-7811

思い出に残る式典を ―平成28年成人式実行委員を募集します

　9月1日（火）から運賃の支払い
方法が先払いに変更となります。
　皆さまのご理解、ご協力をお願
いします。
問合せ●企画財政課企画政策係
　☎76-5409

無料相談いろいろ
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