
■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・社会保険労務士・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● 7月 30 日（土）午後 1時～ 4時　ところ●成田市中央公民館　問合せ●千葉中央法律事務所☎ 043-225-4567

■ハローワーク千葉出張相談■　職業の相談や紹介などが無料で行えます。　とき●7月 28日（木）午前10時～午後3時（正午～午後1時まで 
を除く）　ところ●横芝光町役場　東側玄関ロビー相談室　問合せ●ハローワーク千葉　職業相談第 1部門☎ 043-242-1181

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お問い合わせください。

●消費者相談
　7月1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8月5日（金）
申込期間7月22日（金）～7月29日（金）
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　7月8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
　7月22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
　7月21日（木）

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
　7月9日（土）

午後1時～5時
旭市民会館
■登記・法律・債務整理など
■7月7日（木）まで
問司法書士加瀬事務所
☎73-2654

●行政書士相談
　7月17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

事前の申し込みが必要です
乳がん検診 

とき● 8月 23 日（火）・27 日（土）
　30日（火）・31日（水）・9月8日（木）
※ 8 月 30 日、9 月 8 日は乳がん・
子宮頸がんの同日検診のため、原
則両方お受けになる方の予約を
受け付けます。なお、子宮頸がん
検診は予約の必要はありません。

ところ●保健福祉センター
対象●【超音波】30 ～ 49 歳
　【マンモグラフィー】50 歳以上
申込み●電話または窓口にて予約
　7月 11 日（月）～ 8月 12 日（金）
　午前 8時 30 分～午後 5時
　（休日の受付は、7月9日（土）のみ
午前 8時 30 分～午後 5時）

問合せ●保健福祉課
　健康づくり係
　☎ 76-3185

甲種防火管理者
資格取得講習会 

とき●①8月18日（木）・②19日（金）
　①午前9時 50分～午後 4時 50分
　②午前9時 50分～午後 3時 55分
※ 2日間の受講が必要です。
ところ●銚子市市民センター
　（銚子市小畑新町 7756）
受付期間● 7月 4日（月）～ 5日（火）
受講料● 6,500 円
定員● 150名（先着順）
申込み●組合管内消防署にある受講
申込書に記入の上、（社）千葉県消
防設備協会（千葉市中央区道場南
1-9-15 千葉県電工会館 2階）へ持
参またはFAX（043-223-6610）

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

期限を守りましょう
労働保険の申告・納付 

　期限は 7 月 11 日（月）までです。
各労働基準監督署、最寄りの金融機
関を通じて、申告・納付をお願いし
ます。
問合せ●千葉労働局労働保険徴収課
　☎043-221-4317

相談日が祝日の場合はお問い合わせください。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

お知らせ

　身に覚えのないインターネットサイトの利用料請求による支払手段とし
て、電子マネーを悪用した被害が急増しています。「コンビニでプリペイ
ドカードを買ってきて」「カードに記載された番号を教えて」などの指示は、
詐欺と考えられます。少しでもおかしいと思ったら、最寄りの警察署か次
の窓口にご相談ください。
ご相談先●財務省　千葉財務事務所☎ 043-251-7214
　　　　　千葉県警察　相談サポートコーナー☎ 043-227-9110

電子マネーを利用した詐欺にご注意を！

　県では土砂災害防止法に基づき、土砂災害のおそれのある区域の調査を
実施します。この調査は、「土砂災害警戒区域」等の指定に向け、土砂災害
が発生する恐れのある区域の地図（砂防基盤図）を作るために実施するもの
です。砂防基盤図の作成には、主に航空写真を用いますが、崖の状況が写
真から判断できない場合、身分証を携帯した調査員が皆さんの住宅の敷地
内に入って調査することがありますので、ご協力をお願いします。
調査期間● 7月上旬から 10 月中旬まで
調査会社●国際航業株式会社
問合せ●成田土木事務所調整課☎ 0476-26-3631
　　　　多古町都市整備課☎ 76-5407

土砂災害防止のために現地調査を行います

日程● 7月 23日（土）～ 8月 21日（日）　午後 1時～ 4時
定休日●毎週月曜日 ※多古祇園祭 7月 25日（月）、26日（火）
　山の日 8月 11日（木・祝）はお休みとなります。
入場料●【中学生まで】110円 【高校生以上】160円
その他●小学 3年生以下は保護者同伴
※天候や水温によって実施できない場合があります。
　あらかじめ電話にてご確認ください。
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

夏本番！みんな集まれ‼ 多古町民船越プール（旧第三小プール）

■高等部作業学習の製品販売会「銚特フェア」
とき● 7月 5日（火）　午前 10時～午後 4時
ところ●イオンモール銚子店内　イルカの広場　C1入口
内容●和紙製品や花苗、培養土などの販売
■学校開放講座（藍染め体験）
とき● 7月 23日（土）・30日（土）　午前 10時～午後 3時
参加費● 1,000 円
※参加希望の方は事前に申し込みが必要ですのでお問い合わせください。
共通問合せ●銚子特別支援学校（銚子市三崎町 3-94-1）☎ 22-0243

ぜひお越しください！　銚子特別支援学校

計画段階環境配慮書の縦覧のお知らせ
　成田国際空港株式会社は、環境影響評価法に基づき、「成田空港の更な
る機能強化計画段階環境配慮書」をとりまとめました。この配慮書につい
ての縦覧が次のとおり行われています。
■縦覧
日時●7月 15日（金）まで　午前9時～午後5時　※土・日曜・祝日は除く
ところ●多古町役場　生活環境課
■意見書の提出
　環境保全の見地から意見のある方はどなたでも意見を提出することがで
きます。
提出締め切り● 7月 15 日（金）
※意見書の提出方法など詳しくは、成田国際空港株式会社の機能強化事業
ホームページをご覧ください。また、ホームページ上で配慮書の縦覧も
できます。

　機能強化事業ホームページ（http://www.narita-kinoukyouka.jp/index.html）
問合せ●成田国際空港株式会社地域共生部
　エコ・エアポート推進グループ☎ 0476-34-5089

成田空港の更なる機能強化

7月1日（金）〜7日（木）は
労働災害防止の全国安全週間です

「見えますか？ あなたのまわりの 見えない危険
　　　　　　　　　　みんなで見つける　安全管理」
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本町区祭礼からのお知らせ
　他地区から本町区の祭礼に参
加する方は、事前に行われる踊
りの練習に必ず出席してくださ
い。※雨天の場合は中止
とき●7月21日（木）～23日（土）
　午後7時30分～9時
ところ●保健福祉センター
　駐車場
問合せ●高橋;080-1283-3104

ヘリコプターによる空中散布
　7月 18 日（月・祝）・19 日（火）に水稲の病害虫防除を行います。
★動植物は室内に入れるか、シートなどで覆ってください。
★ 屋外に駐車してある車は水田から離れた場所に移動し、農薬がかかった
場合は、すぐに洗車してください。
★洗濯物などは、散布が済んでから屋外に出してください。
★散歩・通勤・通学時には、農薬がかからないようにご注意ください。
※天候により、日程を変更する場合があります。
問合せ●産業経済課農業振興係☎ 76-5404

　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 22 年 4月 2日～平成 23 年 4月 1日生まれの方
とき● 10 月 14 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
検査内容●内科・歯科・眼科・耳鼻科など
持参物●母子手帳、問診票
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
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