
■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● 9月 24 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

■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●9月 23日（金）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
　9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10月13日（木）
申込期間9月29日（木）～10月6日（木）
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　9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
　9月21日（水）

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15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
　9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
■9月8日（木）まで
問司法書士加瀬事務所
☎73-2654

●行政書士相談
　9月19日（月・祝）

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

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 114 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 9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

甲種・乙種（全類）・丙種
危険物取扱者試験 

とき● 11 月 27 日（日）
ところ●千葉科学大学（銚子市）
受付期間●
【書面受付】
　9月23日（金）～10月17日（月）
　（土・日・祝日を除く）
【電子受付】
　9月20日（火）～10月14日（金）
　（24時間対応）
願書配布●香取広域市町村圏事務組
合消防本部予防課・分署等

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

学校施設と授業を公開
銚子特別支援学校 

とき● 10 月 4日（火）
　午前 9時 20 分～正午（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

第2回学校公開
飯高特別支援学校 

とき● 10 月 12 日（水）
　午前 9時 30 分～ 11 時 30 分
ところ●匝瑳市飯高 1692
申込み期限● 9月 29 日（木）
※氏名・所属を FAXまたは電話
申込み・問合せ●千葉県立飯高特別 
支援学校☎70-5001  FAX 70-5123

農作物への被害防止
有害鳥獣捕獲の実施 

とき● 9月 3 日（土）・ 4 日（日）
　　　　　10 日（土）・11 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

障害のある方たちとの交流の場
第6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。入場は無料ですの
でぜひお越しください。
とき● 10月 1日（土）
　午前 10時～午後 3時 30分
ところ●香取市佐原文化会館
問合せ●NPO法人香取の地域福祉を 
考える会☎ 0478-52-3888

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

お子様の悩み一緒に考えます
家庭児童相談室

お知らせ

　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●井戸山・台作・西古内・高津原・大穴・大門・桧木・出沼・本三倉・
谷三倉

交換期間● 10月 3日（月）～ 17日（月）　※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●生活環境課水道係☎ 76-5406

水道メーターを交換します

■有料道路　無料開放します
　千葉県道路公社が管理する有料道路が全車種、土・日・祝日のみ終日無
料で通行できます。
無料期間● 9月と 10月の土・日・祝日（対象日 21日間）
対象路線●東総・鴨川・千葉外房・東金九十九里・銚子新大橋・銚子（6路線）
※各路線の詳細については道路公社HPをご覧ください。

■乗り降り自由♪「サンキュー♥ちばフリーパス」
　県内の鉄道と路線バスの一部が乗り降り自由になるフリーパスの発売です。
発売金額●中学生以上 3,900 円　小学生 1,950 円
※小学生未満は無料
利用期間● 9月 1日（木）～ 11月 20日（日）のうち連続する 2日間
対象路線●（鉄道）県内の JR、小湊鉄道、いすみ鉄道、銚子電鉄線
　　　　　（バス）千葉交通バス、ジェイアールバス関東　ほか
発売期間● 11月 19日（土）まで
発売箇所● JR東日本の成田、成田空港、空港第2ビル ほか指定された箇所
※発売場所や対象路線など詳しくはお問い合わせください。

共通問合せ●千葉県商工労働部観光誘致促進課☎ 043-223-2412

お得が盛りだくさん♪ ぜひご利用ください

　民芸タンスやフリーボックス
などの木工製品をはじめとし
て、洋裁小物・革製品・紳士靴・
婦人靴等数百点の製品の展示と
販売が行われます。
とき●9月10日（土）・11日（日）
ところ●道の駅多古あじさい館
主催●（公財）矯正協会刑務作業
協力事業部

後援●府中刑務所
問合せ●府中刑務所作業部門
　☎ 042-362-2101

　社会保険労務士が個別に相談
に応じます。事前に申し込みが
必要です。
とき●9月20日（火）・10月18日 
（火） 両日とも午後 1時 30分
～ 4時 30分

ところ●成田商工会議所
　（成田市花崎町 736-62）
申込み・問合せ●NPO法人
　みんなでサポートちば
　☎ 070-1541-7661
　（申込専用電話）

刑務所作業製品 展示即売会 障害年金の無料個別相談会

　不登校やいじめ、しつけ、虐
待など、子育てにお悩みの方の
相談に応じます。
　ご相談内容の秘密は厳守いた
しますので、お気軽においでく
ださい。また、電話でのご相談
も受け付けております。
相談受付●月～金曜（祝日、年末 
年始は休み）

　午前 9時～午後 4時
※来所相談の場合、事前に連絡
が必要です。

ところ●香取健康福祉センター
家庭児童相談室

　☎ 0478-52-9161

平成29年度小学校へ入学する皆さんへ
　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 月上旬に郵送する予定です。
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　持参物●母子手帳、問診票
健診内容●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

　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 1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 9月 30 日（金）午後 3時までに銚子公証役場 
までお申込みください。☎ 23-6071

公正証書の無料相談会が開催されます

※資格は平成 29 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29年度採用　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
長が推薦できる者

9月5日（月）～
8日（木）まで
（締切日必着）

9月24日（土）・25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24日（土）

防衛大学校
（前期）

9月5日（月）～
30日（金）まで
（締切日必着）

11月5日（土）・6日（日）

防衛医科
大学校 10月29日（土）・30日（日）

看護学生
（自衛官コース） 10月15日（土）

秋の
9月21日（水）～30日（金）

ち　ば

交　通　安　全

全国交通安全運動
〜 伝えよう 自分の存在 反射材 〜
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