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■船舶免許更新・失効講習会■　①とき●8月29日（土）　申込締切●8月15日（土）
②とき●9月6日（日）　申込締切●8月23日（日）　※どちらの日程も潮来ホテルで午前9時から開
催します。　問合せ●水郷ボートサービス㈱☎0299-63-1231

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。

メンバー募集中！
スポ少剣道クラブ 

　一緒に楽しく剣道
をしませんか。まず
はお気軽に見学にお
越しください。
とき●毎週日曜日・隔週木曜日
　【日曜日】午前9時30分～11時
　【木曜日】午後7時～8時
ところ●【日曜日】町民体育館
　【木曜日】中村小学校体育館または
　多古中体育館
参加費●年額4,300円
　（保険料・登録料を含む）
※高校生以上は金額が変わります。
対象●小学生以上の健康な男女
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

駐車場スタッフ募集
㈲ティ・ティ・エス 

職種●①正社員　1名
　②管理アルバイト社員　若干名
仕事内容●駐車場内巡回、料金所業
務など

資格●18歳以上、要普通自動車免許
給与●①157,100円～ ＋諸手当
　　　②時給900円
待遇●交通費支給、制服貸与など
勤務時間●①シフト制24時間勤務また 
は8時間勤務（月8～10日の休み）
②午前8時～午後11時の間で5～
10時間（月14日位の勤務）

勤務地●成田空港内第2駐車場ビル
申込み●採用係宛に履歴書（写真貼付） 
を8月17日（月）必着で郵送提出、
履歴書に希望職種を必ず記入
（〒282-0004成田市古込字古込1-1）
問合せ●㈲ティ・ティ・エス
　☎0476-34-5225（採用係）
※多古町と成田市が出資する会社です。

さわやかな汗をかきましょう！
ヘルスバレーボール大会 

　ルールはバレーボールとほぼ同
じ。ボールが思わぬ所へ飛んでいき、
試合の行方が分からな
いところが面白さの秘
訣。ぜひ、ご参加くだ
さい。
とき●8月22日（土）
　【受付】午後6時30分
ところ●常磐小学校体育館
参加資格●町在住・在勤の成人
種目●男女各3人による6人制
　（男性に代わり女性が入るのは可）
申込み問合せ●8月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
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■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・労働安全衛生管理者・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●8月29日（土）午後1時～4時　ところ●船橋市勤労市
民センター　問合せ●千葉中央法律事務所☎043-225-4567

■町県民税　■介護保険料
■国民健康保険税　■水道料
■後期高齢者医療保険料
※�口座振替日は8月31日（月）です。納
期限後の再振替はできませんので、
ご注意ください。

問保健福祉課健康づくり係
　☎76-3185

会場：保健福祉センター
受付時間：午後1時10分～1時45分
■健診
乳児健診●8月12日（水）
　�平成26年9月～10月生まれの
乳児と未実施者

1歳6カ月児健診●8月7日（金）
　�平成25年12月～平成26年2月
生まれの幼児と未実施者

3歳児健診●8月20日（木）
　�平成24年3月～4月生まれの幼
児と未実施者

問匝瑳市ほか二町環境衛生組合
　☎72-3036
　生活環境課環境係
　☎76-5406

　回収日の当日、朝8時までに出
してください。特に、路上集荷
の箇所は交通の妨げとなるので、
収集日以外はごみを置かないよ
うご協力をお願いします。

■可燃ごみ
ごみステーションごとに決めら
れた曜日で収集します。
■資源ごみ・不燃ごみ
必ず指定のシールや袋を使用し
てください。土・日・祝日でも
収集します。
久賀地区●5日・19日
多古地区●6日・20日
中・常磐地区●7日・21日
■使用済み小型家電
携帯電話、デジカメ、電話機な
どの小型家電は回収ボックスへ
設�置場所●役場、コミュニティプ
ラザ、保健福祉センター　他

■粗大ごみ
電化製品や家具などの粗大ごみ
は、直接環境衛生組合に搬入し
てください。
受付●平日および第2日曜日
　�午前8時～11時30分
　午後1時～4時30分
料金●100kg ごとに400円
※�エアコン・テレビ（ブラウン管、液
晶、プラズマ）・冷蔵庫（冷凍庫）・
洗濯機、衣類乾燥機は、リサイク
ル券（郵便局で事前に購入）と別途
料金がかかります。

午前9時～午後5時
8月30日（日）

The information of the living

期日● 10 月 4日（日）～ 10 月 6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 7日（金）
問合せ●企画財政課企画政策係☎ 76-5409

　生活や仕事に心配・不安・悩みを抱えておられる方に対し、自立した生
活が行えるよう、県より受託された相談支援員が無料で相談に応じ、町と
連携を取りながら問題解決に向けたお手伝いをします。まずはご相談くだ
さい。
受付●月～金（祝日を除く）　午前 9時～午後 5時
問合せ●エリアサポート ライフ（香取市北 1-11-18）☎ 0478-50-2800

本年4月から生活困窮者への支援制度が始まりました

　8月中は毎日開館。開館時間は午
前9時～午後5時までです。
■飛行機工作教室
　子ども向けのゴム
動力飛行機を作って
飛ばす教室です。
とき●8月13日（木）、14日（金）、15日 
（土）　午後1時～2時30分
材料費●300円
定員●先着40名様まで（受付は当日、 
原則小学生以上）

■ JGSグランドハンドリング教室
　航空機の誘導や機体洗浄など、参
加者の方々が実際に体験しながら楽
しめる教室です。
とき●8月16日（日）
　午前10時～午後4時

参加費●入館料のみ
問合せ●航空科学博物館☎78-0557

NHK朝ドラ「マッサン」の舞台余市を訪ねる
～紅葉の北海道　札幌・洞爺湖温泉の旅～

多古町民ふれあい号第33回 

夏休みは航空科学博物館で！

井戸水を飲用する皆様へ
　井戸水やわき水は、有害物質の地下浸透や井戸などの管理が不十分なこ
とにより、汚染されるおそれがあります。飲用井戸の衛生確保は、設置者
自らが実施していただくことになりますので、次の点に気を付けましょう。
　①井戸周辺は、みだりに人や動物が入らないよう清潔に保ちましょう。
　②定期的に水質検査を受けましょう。
問合せ●香取健康福祉センター（保健所）☎ 0478-52-9161

問合せ●匝瑳市ほか二町環境衛生組合☎72-3036

　匝瑳市ほか二町環境衛生組合では、松山清掃工場の排ガス・灰・放流
水・地下水に関するダイオキシン類検査を実施しています。
　検査結果は全て基準値以下でした。

【単位】  排ガス・灰：ng-TEQ/n㎥（1ngは10億分の1g）
 水質・地下水：pg-TEQ/l（1pgは1兆分の1g）
　TEQとは、毒性の強さを加味したダイオキシン量の単位のこと。
　ダイオキシン類の毒性には、生殖機能・免疫機能等への影響、発がん性などがあるとさ
れています。

項目 地点 検査結果 規制値 検査年月日

排ガス
1号炉 0.43

5以下
平成26年10月7日2号炉 0.43

灰 0.1 3以下

水質
調整池 0.00010 10以下

平成26年11月21日南西600m 0.28

1以下
南西1200m 0.28

地下水
No.1地下水 0.26

平成26年10月17日
No.6地下水 0.14

平成26年度匝瑳市ほか二町環境衛生組合
ダイオキシン類検査結果

募集催しもの

入場無料
とき●8月9日（日）【開場】午後1時30分
　　　　　　　　　【開演】午後2時
　※小学3年生以下は保護者の同伴が必要です。

出演●児玉洋介（テノール）
　佐藤まどか（ヴァイオリン）
　伊藤亜希子（ピアノ）
演 奏曲目●夏の思い出、きよしこの夜（オリジナル・ドイツ語）、ベートー
ヴェン／ヴァイオリンソナタ「春」、山田和生／黒鍵のための桜　ほか

問合せ●コミュニティプラザ内　生涯学習課文化係
　☎76-7811（月曜・祝日休館）

～四季をうたう～ブレーメンの音楽会 in 多古 2015
文化ホールからお知らせ

児玉洋介 佐藤まどか 伊藤亜希子

小樽運河

ニッカウヰスキー
余市蒸留所

くらしの情報

今月の納税等

子どもの健診

ごみの出し方

住民課･税務課休日開庁日
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