
■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● 10月 31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

■全国不正軽油撲滅強化月間■　不正軽油の製造・販売・使用は、脱税行為だけでなく、県民の健康や環境に悪影響を与える犯罪行為です。
不正軽油は「買わない、売らない、使わない‼」県民の皆さまのご協力をお願いします。　問合せ●香取県税事務所☎ 0478-54-1314

The information of the living市外局番の記載がないものは「0479」です。
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。

ご協力をお願いします
愛の献血 

とき● 10月 15日（木）
　午前 10時～ 11時 45分
　午後 1時～ 4時
ところ●役場附属棟
問合せ●保健福祉課健康づくり係
　☎ 76-3185

見どころ満載！「銚洋祭」
銚子特別支援学校 

とき●10月31日（土）　※雨天決行 
午前 9時 30 分～午後 2時 30 分

ところ●千葉県立銚子特別支援学校
　（銚子市三崎町 3丁目 94-1）
　☎ 22-0243

ドキドキ初開催！　文化祭
飯高特別支援学校 

とき● 10月 31日（土）　※雨天決行
　午前 9時 20 分～午後 2時 30 分
ところ●千葉県立飯高特別支援学校
　（匝瑳市飯高 1692）
　☎ 70-5001

身近なものからリサイクル
古紙・衣類の一斉回収 

とき● 10 月 18 日（日）
　午前 9時～ 11 時
ところ●役場附属棟前、JA 多古旧
久賀・旧久賀西部・旧常磐・旧中
の各支所倉庫

回収品目●新聞、雑誌、段ボール、
チラシ、衣類

　布団、じゅうたん、マットレス、
ぬれた衣類などは回収できません。

問合せ●生活環境課環境係
　☎ 76-5406

確かな技能の証　国家検定制度
平成27年度 後期技能検定試験 
職種●建築大工、配管、菓子製造な
ど（51職種 60作業）

受付期間●10月5日（月）～16日（金）
※ 受検資格、受検手数料など詳細は
お問い合わせください。
問合せ●千葉県職業能力開発協会
　☎ 043-296-1150
　http://www.chivada.or.jp

　安心して暮らすためには、建築物
が安全であることが大切です。工事
中の建築物は、完成後は必ず完了検
査を受けましょう。また既存の建築
物についても、建築士に相談するな
ど点検を心がけましょう。週間中は
一斉建築パトロールを実施します。
問合せ●都市計画課都市計画係
　☎76-5408

お知らせ ●消費者相談
　10月2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11月6日（金）開催
申込期間10月23日（金）～30日（金）
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　10月9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
　10月22日（木）

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

●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
　10月10日（土）

午後1時～5時
旭市民会館
■登記・法律・債務整理など
■10月8日（木）まで
問司法書士桜井事務所
☎22-0186

●行政書士相談
　10月18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

　老人クラブではこの秋、催し物が盛りだくさん。皆さんの参加をお待ち
しています。

申込み問合せ●多古町老人クラブ連合会事務局☎ 76-5940

■多古町老人クラブ会員研修旅行
とき● 10 月 23 日（金）～ 24 日（土）
ところ●福島県芦ノ牧温泉
参加費● 27,000 円
申込期限● 10 月 9日（金）まで

■千葉県老人クラブ連合会カラオケ大会代表選考会
とき● 11 月 19 日（木）
ところ●多古町コミュニティプラザ文化ホール
申込期限● 10 月 30 日（金）まで

■チャリティグラウンド・ゴルフ大会
とき● 11 月 12 日（木）雨天順延
ところ●西古内グラウンド
参加費●チャリティとして 1人 200
円以上

申込期限● 10 月 23 日（金）まで

老人クラブで楽しい時間を過ごしませんか

知っていますか？　建設業退職金共済制度
　この制度は、建設業を営む事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じ
て掛金（日額310円）を積み立てて、その労働者が建設業界の中で働くこと
をやめたときに退職金を支払うという制度です。国の制度なので安全で確
実、かつ手続きも簡単です。
※制度の内容や手続きについて詳しくはお問い合わせください。
問合せ●建退共千葉県支部☎043-246-7379

国民年金保険料の後納制度
　平成27年10月1日～平成30年9月30日の3年間に限り、申し込みをし
た時点から過去5年以内の納め忘れた保険料を納付することができます。
これにより将来受け取る年金額を増やしたり、納付期間不足により年金を
受け取れない方は受給資格を得られる可能性があります。この機会に後納
制度をご利用ください。なお、老齢基礎年金を受給している方（65歳以上
で受給権のある方を含む）は利用できません。
※後納制度を利用するには申し込みが必要です。詳しくはお問い合わせく
ださい。

問合せ●国民年金保険料専用ダイヤル　0570-011-050
　　　　佐原年金事務所☎0478-54-1442

看護師等の皆さんは届け出を

※参加するには会員であることが必要です。

無料相談いろいろ

対象

内容

内容

予約

相談日が祝日の場合はお問い合わせください。

10月15日～21日は
違反建築防止週間です

インフルエンザ予防接種の受付
■小児（生後6カ月～中学生以下）【予約不要】
　接種期間●10月9日（金）～12月11日（金）
　　※ 生後6カ月～13歳未満の方は2回接種、接種間隔を2～4週間あけ

ます。13歳以上は1回接種です。
　受付時間●月・火・木・金曜日の午後3時～4時30分
　持参物●必ず母子手帳をお持ちください

■高校生以上 【予約必要】
　【当院の予約外来に定期通院している方】
　予約外来受診の際に申し込む
　【上記以外の方】
　予約開始日●10月19日（月） 
　　　　　　　（月～金曜日の午前8時30分～11時30分、午後2時～4時）
　予約方法●窓口にて予約（電話不可・代理の場合は家族に限る）
　持参物●診察カードまたは保険証
　接種期間●11月2日（月）～11月30日（月）の月・金曜日のみ
　受付時間●午後2時～2時20分

問合せ●多古中央病院☎76-2211

多古中央病院からのお知らせ

調停委員・弁護士による無料調停相談会開催
　損害賠償、土地建物、親族関係などトラブルの相談に応じます。秘密
は厳守されますので、お気軽にお越しください。

※事前申し込みは不要です。

香取会場 東金会場 旭会場

日　時
10月25日（日）

午前10時～午後3時
10月18日（日）

午前10時～午後3時
10月25日（日）

午前10時～午後3時

場　所
佐原中央公民館

（香取市佐原イ211）
東金市中央公民館
（東金市東岩崎1-20）

いいおかユートピアセンター
（旭市横根1365-25）

問合せ
千葉家庭裁判所
佐原支部

☎0478-52-5010

東金簡易裁判所
☎0475-52-2331

千葉家庭裁判所
八日市場支部
☎72-1300

　看護師等の人材確保を促進するため、病院等を退職された保健師、助
産師、看護師、准看護師は、10 月 1 日から県のナースセンター
へ氏名や免許番号などを届け出ることが努力義務化されます。
届出対象となる主な場合●
　◦病院等を離職した場合（既に離職している方を含む）
　◦看護師等の業務に従事しなくなった場合
　◦ 看護師等の免許取得後、看護師等の業務に直ちに従事しない場合
※詳しくはお問い合わせください。
問合せ●千葉県ナースセンター（千葉市美浜区新港 249-10）
　☎ 043-247-6371

くらしの情報
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