
■商売繁盛無料相談■　中小企業診断士が創業や事業継承、日々のご商売、経営のことなどの相談に応じます。
とき● 12 月 14 日（水）午前 9時～午後 4時　ところ・問合せ●多古町商工会☎ 76-2206

■冬の華・サザンカ展■　とき●11月29日（火）～平成29年1月29日（日）午前9時30分～午後4時30分　（※12月27日～1月4日までお休み）
ところ●国立歴史民俗博物館（佐倉市）　問合せ●ハローダイヤル☎ 03-5777-8600

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
　12月1日（木）

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）
次回は平成29年1月6日（金）開催
申込期間12月15日（木）～22日（木）
■契約トラブル・多重債務など
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　12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

●特設住民相談
　12月8日（木）

午前9時30分～午後2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
　12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
■12月8日（木）まで
問司法書士桜井事務所
☎22-0186

●行政書士相談
　12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

職員を募集します
多古中央病院 

職種●①理学療法士（経験者）若干名
　 ②理学療法士（平成 29 年 3 月卒
業見込みの方）若干名

採用予定日●①平成 29 年 1月 1日
　②平成 29 年 4月 1日
受付期限● 12 月 12 日（月）
提出書類●履歴書、資格免許証の写
し（平成 29 年 3 月卒業見込みの
方は、成績証明書・卒業見込証明
書が必要です）

問合せ●多古中央病院庶務係
　☎ 76-2211

平成29年度看護学生を募集
旭中央病院附属看護専門学校 

募集人員●約 20 名～ 30 名
　（1次・2次募集の合計）
受験資格●①高等学校を卒業または
同等以上の資格を有する方

　②平成 29 年 3 月高等学校卒業見
込みの方

願書受付●【1次募集】12月19日（月） 
～平成 29 年 1月 10 日（火）

　【2 次募集】平成 29 年 1 月 26 日
（木）～ 2月 10 日（金）
試験日●【1次募集】
　平成29年1月13日（金）・14日（土）
　【2次募集】
　平成29年2月17日（金）・18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

ご存じですか
葬祭費の支給 

　国民健康保険または後期高齢者医
療制度に加入している方が亡くなっ
た場合、申請により葬祭費 5 万円
が支給されます。
申請に必要なもの●会葬礼状など葬 
祭を行った方の確認ができるもの、 
通帳、印鑑

問合せ●住民課国保年金係
　☎ 76-5405

自分の身体をチェックしましょう
ストレッチング講習会 

　日本体育協会公認指導員による、
ユニークで簡単なストレッチテスト
と全身ストレッチ体操の講習会で
す。
とき● 12 月 11 日（日）
　午後 2時～ 3時 30 分
ところ●東総運動場 会議室
参加費● 200 円
参加資格●小学生以上
募集定員● 20 名
申込み・問合せ●東総運動場
　☎ 68-1061

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。

自動車税の
滞納処分を強化

募集 お知らせ

内容

　千葉県は、自動車税の滞納額
を減らすため11月から3月まで 
を滞納整理強化月間とし、自動
車税の未納がある方に対し、給
与・預金・自動車などの差押え
を一層強化します。
　まだ納めていない方は、至急
納付してください。
問合せ●千葉県香取県税事務所
　☎0478-54-1314
　千葉県総務部税務課
　☎043-223-2127

12月10日（土）～19日（月）冬の交通安全運動が実施されます！

　年末にかけて、飲酒の機会が多くなります。家族や職場などで飲酒運転
を「しない・させない・許さない」ことを徹底しましょう。
　また、高齢者が巻き込まれる交通事故が大変多くなっています。街頭で
子どもや高齢者を見かけたら、スピードを落とすなど配慮しながら運転し
ましょう。
　慌ただしい年末年始には「ひったくり」「車上狙い」「空き巣」「悪質商法」
など犯罪の発生が予想されます。不審者を見かけた場合は、犯罪を未然に
防止するためにも110番、または多古幹部交番☎76-2128へ。

〜その酒で　失う信頼　家族の未来〜

1 等 現金 100,000 円 3 本
2等 50,000 円 10 本
3等 10,000 円 40 本
4等 5,000 円 360 本

問合せ●多古町商工会☎76-2206

※ 日ごろ感じている地元商店へのご意見
ご要望などがありましたら、多古町商
工会までご連絡ください。

歳末連合大売り出し
賞金総額
300万円‼
　12月 1日（木）から31日（土）までの間、地元加盟店を
ご利用いただくと、1,000円ごとに抽選券を１枚差し
上げます。年末のお買い物は、ぜひ地元加盟店で !

抽選日●平成 29 年 1月 6日（金）
景品交換●平成 29 年 1月 12 日（木）～ 2月 13 日（月）

飼料用米の取組みを広げるために、皆さんの協力が必要です！
　食生活の変化や高齢化等により、米の需要量は全国で毎年約8万トンも
減少しています。生産量が需要量を上回り在庫量が増えると、米価の下落
を招きます。米価安定のためには、これまで飼料用米に取り組んでいなかっ
た方の協力が欠かせません。
■飼料用米をおすすめする理由
　●既存の機械や施設をそのまま使えます
　● 国や県の支援策が受けられ、主食用米と同程度の安定した収入が確保
できます

問合せ●産業経済課農業振興係☎76-5404

ハラスメント対応特別相談窓口を開設しています
　妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする解雇、雇止め等の不利
益取り扱いは法律で禁止されています。このようなハラスメントでお困り
の方はお気軽にご相談ください。
期間●12月28日（水）まで（祝日を除く月～金曜）
　午前8時30分～午後5時15分
ところ●千葉第2地方合同庁舎（千葉市中央区中央4-11-1）
相談・問合せ●千葉労働局雇用環境・均等室☎043-221-2307

生活困窮者自立支援の相談会
　働きたくても働けない、離職により住まいを失う可能性がある等、問題
解決に向け一緒に考える無料相談会を開催します。相談には事前に申込み
が必要です。詳しくはお問い合わせください。
とき●12月7日（水）　午後1時30分～3時30分
ところ●多古町保健福祉センター総合相談室
申込み・問合せ●エリアサポート ライフ☎0478-50-2800

第10回 特別弔慰金が支給されます
支給対象者●平成27年4月1日において、戦没者等の死亡当時のご遺族で
「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年
金」等を受ける方がいない場合に、次の①から④の順位で該当するご遺
族1人に支給されます。①弔慰金の受給権者　②戦没者等の子　③戦没 
者等の（1）父母　（2）孫　（3）祖父母　（4）兄弟姉妹（戦没者等の死亡当時、 
生計を共にしていたか等の要件を満たしているかにより順位が入れ替
わります）　④上記①から③以外の戦没者等の三親等内の親族（戦没者
等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた方に限ります）

支給内容●額面25万円、5年償還の記名国債
請求期限●平成30年4月2日
その他●請求者の個人番号が必要です。個人番号が確認できるものを持参
してください。
お問合せ●保健福祉課福祉係☎76-3185

ナリタエアポート　クリスマス・フェスティバル2016
　6mの巨大ツリーの点灯式や豪華賞品が当たる抽選
会など楽しいコンテンツが盛りだくさん！
　会場内では、子どもたちがかわいらしく飾り付けたミニ 
ツリーが皆さんのご来場をお待ちしています。今年は
成田空港で素敵なクリスマスを過ごしてみませんか。
とき●12月10日（土）午前10時～午後6時30分
ところ●成田空港第2ターミナルビル前中央広場
問合せ●クリスマス・フェスティバル実行委員会
　事務局☎0476-34-5858
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