
■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などが相談に応じ、問題解決に当たります。
とき● 9月 26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

■「法の日」週間広報行事のお知らせ■　少年非行の変化と家庭裁判所がどう取り組んでいるのかについてパネルディスカッション形式で説明し
ます。　とき●10月 8日（木）午後 2時～ 4時　ところ●千葉地方・家庭裁判所新館大会議室　定員● 100 名　申込み問合せ●千葉家庭裁判所総
務課文書係☎ 043-222-0165

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。

平成28年度推薦入校生を募集
県立旭高等技術専門校 

　校内の見学もできますので、お気
軽にお越しください。
募集科目●①NC機械加工科（1年間） 
7名②自動車整備科（2年間）10名

募集期間●①②ともに9月15日（火）
～ 10月 2日（金）

問合せ●県立旭高等技術専門校
　☎ 62-2508

未来の看護師 目指しませんか
旭中央病院附属看護専門学校 

募集人員●若干名
受験資格●高等学校卒業または同等
以上の学歴を有し、正社員として
就労経験 1年以上の者

願書受付●10月1日（木）～16日（金）
試験日● 10 月 24 日（土）
※詳しくはお問い合わせください。
問合せ●旭中央病院附属看護専門学
校☎ 63-8111

障害のある方たちとの交流の場
第5回香取圏域ふれあいまつり 
　舞台発表、模擬店、作品展示販売
などを催します。ぜひお越しくだ 
さい。
とき●10月 3日（土）
　午前 10時～午後 4時
ところ●多古町コミュニティプラザ
問合せ●NPO法人香取の地域福祉を 
考える会☎ 0478-52-3888

熱い戦いが待っている
町民野球大会主将会議 

　10 月から開催予定の第 112 回町
民野球大会の主将会議を開催しま
す。参加を希望するチームの代表者
は必ず出席してください。
とき● 9月 11 日（金）午後 7時から
ところ●コミュニティプラザ 2階
　第 2研修室
※今年度、初参加のチームは当日
10,000 円を持参してください。

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

学校施設と授業を公開
銚子特別支援学校 

とき● 10 月 7日（水）
　午前9時20分～12時（受付9時）
ところ●銚子市三崎町 3-94-1
※ 参加希望の方は、事前にご連絡く
ださい。
申込み問合せ●千葉県立銚子特別支
援学校☎ 22-0243

募集 お知らせ

　大切な契約や遺言などで強い証拠となる「公正証書」を対象とした公証役
場無料相談会を開催します。秘密は厳守しますので、お気軽にご相談くだ
さい。
とき● 10 月 3日（土）午前 9時～午後 5時
ところ●銚子公証役場（銚子市西芝町 3-9　銚子駅前大樹ビル 2階）
申込み問合せ●ご希望の方は 10 月 2日（金）午後 3時までに銚子公証役場
までお申し込みください。☎ 23-6071

公正証書の無料相談会が開催されます

　町では法律に基づき製造から 8年を経過する水道メーターを無料で交
換します。委託業者が交換に伺いますが、当日不在の場合もメーターを交
換させていただきますので、ご理解をお願いします。
該当地区●五反田・東佐野・佐野・東台・大原・井野・五辻・つつじヶ丘
飯笹・間倉・一鍬田

交換期間● 10 月 1日（木）～ 14 日（水）
※ メーターボックスの交換を希望する場合は有料となりますので、施工業
者へ直接連絡をしてください。
問合せ●生活環境課水道工務係 ☎ 76-5406

水道メーターを交換します

　ボランティアでお手伝いをしてく
れる方を募集します。
募集期間●9月1日（火）～30日（水）
内容●当日の運営と参加者の安全管
理（10 月 24 日（土）開催）

募集人数● 50 名程度
申込み問合せ●多古町商工会
　☎ 76-2206
主催●多古町商店街　起志回生の会

甲種・乙種（全類）・丙種
危険物取扱者試験 

とき● 11月 29日（日）
ところ●千葉科学大学（銚子市）
願書受付●9月17日（木）～10月9日 
　（金）（土・日・祝除く）
願書の配布●香取広域市町村圏事務
　組合消防本部予防課・分署等
※希望者は受講者講習会があります
願書受付・問合せ●千葉県消防試験
　研究センター千葉県支部
　☎ 043-268-0381

第1回学校公開
飯高特別支援学校 

とき● 10月 22日（木）
　午前 9時 30分～ 11時 30分
ところ●匝瑳市飯高 1692
申込み問合せ●10月7日（水）までに 
千葉県立飯高特別支援学校

　☎ 70-5001

労使間のトラブル相談
千葉県労働委員会 

　労働者と使用者の間に立ち、労使
の歩み寄りを促して、これらの紛争
を解決するお手伝いをします。解雇、
雇止め、パワハラ等、労働トラブル
について、お気軽にご相談ください。
問合せ●千葉県労働委員会事務局　
　☎043-223-3735

農作物への被害防止
有害鳥獣捕獲の実施 

とき● 9月 5日（土）・6日（日）・12
日（土）・13日（日）

　午前 6時～午後 5時
捕獲方法●銃器・箱わな・くくりわな
問合せ●産業経済課農業振興係
　☎ 76-5404

●消費者相談
　9月4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10月2日（金）開催
申込期間9月18日（金）～9月25日（金）
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　9月11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
　9月18日（金）

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
　9月16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
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
　9月12日（土）

午後1時～5時
旭市民会館
■登記・法律・債務整理など
■9月10日（木）まで
問司法書士加瀬事務所
☎73-2654 

●行政書士相談
　9月20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

イベントスタッフ募集‼
“お月見どろぼう”

子宮がん検診の実施
　町では子宮がんの早期発見、早期治療のため下記の通り検診を実施して
います。20 歳を過ぎたら定期的に検診を受けましょう。
　検診当日の問診の内容によっては、集団検診の対象となら
ない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
とき● 9月 14 日（月）、24 日（木）、10 月 1日（木）
　午前 9時～ 10 時 30 分、午後 0時 45 分～ 2時 15 分
ところ●保健福祉センター　対象● 20 歳以上の女性
自己負担● 500 円（70 歳以上無料）
問合せ●保健福祉課健康づくり係（保健福祉センター）☎ 76-3185

秋の
9月21日（月）～30日（水）

ち　ば

交　通　安　全

全国交通安全運動
〜 外出は 明るい笑顔と 反射材 〜

相談日が祝日の場合はお問い合わせください。

無料相談いろいろ

対象

内容

内容

予約

多古町循環バスについての
お知らせ

　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

※資格は平成 28 年 4月 1日現在の年齢で、日本国籍を有する者です。
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 28 年度　防衛省自衛官募集！

種　目 資　格 受付期間 試験日

防衛大学校
（推薦）

18歳以上21歳未満の
高卒者（見込み含む）で、
学校長が推薦する者

9月5日（土）～
9日（水）まで
（締切日必着）

9月26日（土）・
27日（日）

防衛大学校
（総合選抜）

18歳以上21歳未満の
高卒者（見込み含む）

9月26日（土）

防衛大学校
（前期）

9月5日（土）～
30日（水）まで
（締切日必着）

11月7日（土）・
8日（日）

防衛医科大学校 10月31日（土）・
11月1日（日）

看護学生
（自衛官コース） 10月17日（土）
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