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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などが
相談に応じ、問題解決に当たります。　とき● 5月 28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

■裁判員制度の不安等を解消します■　裁判官との意見交換等を予定してます。
とき● 5月 23日（月）午後 1時～ 3時 30分　ところ●千葉地方裁判所新館 10階
申込み・問合せ●千葉地方裁判所事務局総務課☎ 043-333-5238

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お問い合わせください。
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文化ホールからお知らせ

午前9時～午後5時
5月29日（日）

The information of the living

20日から月末にかけて検針員が各家庭�
のメーターを確認にうかがいます。

今月は水道の検針月です

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）

　多古町舞踊連合会恒例の発表会です。演舞のほかに、友情出演の歌手川島
一成さんや多方面のカラオケ愛好者の皆様も多数出演します。なお、終演後
は舞台上から出演者が感謝を込めてプレゼントをまきますので、ご近所お誘
い合わせのうえぜひご来場ください。
とき●5月15日（日）　【開場】午前9時30分　【開演】午前10時
問合せ●多古町文化協会舞踊部代表　若柳和宗　☎76-3315

第28回　舞踊発表会 ～舞と歌の祭典～

市外局番の記載がないものはすべて「0479」です。

始めてみませんか
ゴルフ教室参加者募集 

とき●6月 7日（火）から毎週火曜日 
午後 6時 30 分～ 8時【全 10 回】

ところ●ダイナミックゴルフ成田
対象●町在住・在勤・在学の中学生
以上の方 30 名

費用● 3,500 円
持参品●筆記用具・クラブ
申込み・問合せ●5月6日（金）～24日 
（火）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

国家公務員の専門職
平成28年度税務職員採用試験 

受験資格●平成 28 年 4月 1日にお
いて高等学校または中等教育学校
を卒業した日から起算して 3年を
経過していない者および平成 29
年 3月までに高等学校または中等
教育学校を卒業する見込みの者

受付期間●
　【書面受付】
　6月 20日（月）～ 22日（水）
　【電子受付】
　6月 20日（月）～ 29日（水）
※インターネットによる申し込みに
ついて人事院のHPよりご確認く
ださい。

　 http://www.jinji.go.jp/saiyo/
saiyo.htm

願書配布・提出●東京国税局または
最寄りの税務署

問合せ●佐原税務署総務課
　☎ 0478-54-1331

さわやかな汗を流しませんか
健康ウォーキング教室 

とき● 5月 28 日（土）
　午前 6時コミュニティプラザ集合
ところ●鎌倉方面
参加資格●町在住・在勤の方
定員● 25 名（応募者多数の場合は
生涯学習課による抽選）

持参品●昼食・雨具・タオル・保険
証など

その他●ウォーキングに適した服装
※参加費については後日ご連絡しま
す。

申込み・問合せ●5月1日（日）～12日 
（木）までにコミュニティプラザ内 
生涯学習課社会教育係

　☎ 76-7811

3Rからのお願い！
ゴミゼロ運動の実施 

とき● 5月 29日（日）
集積場所●各地区の指定場所
問合せ●生活環境課環境係
　☎ 76-5406

農作物への被害防止
有害鳥獣捕獲の実施 

とき● 5月 14 日（土）・15日（日）・
　21日（土）・22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

ご相談ください
特設住民相談 

　弁護士による無料相談です。
とき● 6月 2日（木）
　午前 9時 30 分～午後 2時
ところ●役場 1階　第 2会議室
※相談は予約制です。
※一人あたり 20 分程度の相談時間
になります。

予約受付● 5月 11 日（水）午前 9時
から

申込み・問合せ●住民課住民係
　☎ 76-5401

精神通院医療を受けている方へ
制度利用のご案内 

　精神科等へ継続して通院している
方が安心して医療を受けられるよう、
医療費の自己負担分が軽減される自
立支援医療（精神通院医療）制度をご
利用ください。
対象者●精神障害（てんかんを含む）
により継続的に通院している方

制度の内容●医療費の自己負担額が
原則 1割（所得や病状に応じて月
額の負担上限額を決定）

申請方法●自立支援医療（精神通院）
の診断書、保険証、印鑑を持参の
上、保健福祉課福祉係まで

問合せ●保健福祉課福祉係
　☎ 76-3185

募集催しもの お知らせ
作品をご覧ください
「道ばたの詩」押し花展 

　小物の販売や体験会も行いますの
で、ぜひお気軽にお越しください。
※体験会の材料費のみ有料です。
とき● 5月 17 日（火）～ 22 日（日）
　午前 10 時～午後 4時
　（最終日は午後 3時まで）
体験会●5月20日（金）～22日（日）
　午前 10 時～午後 3時
　（最終日は午後 2時まで）
ところ●成田市米屋（参道内）
問合せ●押田;090-3219-4347

　子どもが健やかに成長するた
めには安定した家庭環境の中で
温かい愛情を受けることが必要
です。
　親の病気や離婚など、さまざま
な事情により家庭的な温もりを
求めている子どもを家族として
迎え入れ、愛情と誠意をもって親
身になって育ててくださる里親
を探しています。
　詳しくは、お問い合わせくださ
い。
問合せ●銚子児童相談所
　☎ 23-0076

里親募集  あなたを必要としています

電話 de 詐欺（振り込め詐欺）に注意してください
　香取警察署管内で役場職員をかたり、医療費の還付金
があるといってコンビニの ATMコーナーから現金を振
り込ませる「還付金詐欺」と思われる電話が多数かかって
きています。このような電話がかかってきた場合は、す
ぐに対応をせず香取警察署へ相談してください。
問合せ●香取警察署☎ 0478-54-0110

楽しいイベント盛りだくさん♪
　入館料のみでお楽しみいただけます。
■ゴールデンウィーク行事
　①迫力ある『和太鼓演奏会』
　②プロの女性マジシャンによる『マジックショー』
　③子どもから大人まで楽しめる『大道芸』
とき●① 5月 3日（火・祝）、② 5月 4日（水・祝）、③ 5月 5日（木・祝）
　※各イベントは、1回目は正午から、2回目は午後 3時から行われます。
■「客室乗務員のおはなし」
　経験者から仕事の魅力や体験談などの講演会が催されます。将来、客室乗
務員を目指している方には貴重な機会となりますのでぜひご参加ください。
とき● 5月 29 日（日）　午後 1時から

各共通問合せ●航空科学博物館☎ 78-0557

くらしの情報

■固定資産税
※�口座振替日は5月31日（火）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。

今月の納税等

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●5月6日（金）
　�平成27年12月～平成28年1月
生まれの乳児と未実施者

1歳6カ月児健診●5月13日（金）
　�平成26年9月～11月生まれの
幼児と未実施者

子どもの健診

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。

■可燃ごみ
3日（火）・5日（木）は祝日です
が、通常どおり収集します。
■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。

ごみの出し方

住民課･税務課休日開庁日
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