
■ハローワーク千葉出張相談■　職業の相談や紹介などを無料で行います。　とき●9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

■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30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

The information of the living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。

市外局番の記載がないものは「0479」です。

●消費者相談
　9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10月19日（木）開催
申込期間10月5日（木）～12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
　9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
　9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

●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9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7日（木）まで
問司法書士加瀬事務所
☎73-2654

●行政書士相談
　9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

内容

※資格は平成 30 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30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（火）～
7日（木）

（締切日必着）

9月23日（土・祝）
　　24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23日（土・祝）

防衛大学校
（前期）

9月5日（火）～
29日（金）

（締切日必着）

11月4日（土）
　　 5日（日）

防衛医科
大学校

10月28日（土）
　　 29日（日）

看護学生
（自衛官コース） 10月14日（土）

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116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8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26日（日）
ところ●千葉科学大学（銚子市）
受付期間●

【書面受付】 ※土・日・祝日を除く
　9月7日（木）～10月23日（月）

【電子受付】 ※24時間対応
　9月4日（月）～10月20日（金）
  （http://www.shoubo-shiken.or.jp）
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●消防試験研究
　センター千葉県支部
　☎ 043-268-0381
■受講者講習会の開催について
　希望者のみの受講です。
とき●10月20日（金）
　午前9時30分～午後4時45分
　（受付は午前9時から）
ところ●いいおかユートピア
　センター（旭市）
受付期間●9月25日（月）～29日（金）
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

農作物への被害防止
有害鳥獣捕獲の実施 

とき●9月16日（土）・17日（日）
　23日（土・祝）・24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

ぜひお越しください
千葉県移動美術館 

　「美術とくらし」をテーマに、千葉
県出身で近代日本洋画の先駆者とし
て活躍した浅井忠が手掛けた風俗画
や図案、工芸品が紹介されます。　
　また、人々のくらしに根付いた風
景画や造形表現を極めた工芸品な
ど、県立美術館の所蔵作品の中から
約30点が展示されます。
期間●10月4日（水）～14日（土）
　午前9時～午後4時
※9日（月・祝）は休館
ところ●コミュニティプラザ 3階
　多目的ホール
問合せ●コミュニティプラザ内
　生涯学習課社会教育係
　☎ 76-7811

空港を知ろう！
成田空港親子見学バスツアー 

　通常では見られないランプコント
ロールタワーや JAL 整備用格納庫、
航空博物館など成田空港および周辺
施設を見学します。
とき●【千葉駅発】10月22日（日）
　　　午前9時～午後4時
　　　【柏駅発】10月29日（日）
　　　午前8時30分～午後4時30分
対象●小学4年～6年生と保護者
参加費●無料（昼食付）
定員●各回20組40名
※申込多数の場合は抽選
申込方法●はがきに希望する出発地、

小学生と保護者の氏名・年齢、郵
便番号、住所、電話番号を記入の
上、申し込みください。

締め切り●9月28日（木）必着
申込み・問合せ●成田空港活用協議

会事務局☎ 043-306-2411
　（千葉市中央区千葉港4-3-301）

～多古を知り　多古を伝える～
観光ボランティアガイド養成講座 

　多古町を訪れる方に、おもてなし
の心で観光案内する人材養成を目的
とした基礎講座を開催します。
とき●9月28日（木）・10月26日（木）
 　　11月30日（木）【全3回】
　午後1時30分～4時
ところ●役場第4会議室
参加費●無料
講師● NPO 法人 横浜シティガイド 

協会 会長 嶋田昌子 氏
主催●多古町、NPO 法人観光・
　交流・助け合いネット多古
※申込みなど詳しくは、町 HP でお

知らせします。
問合せ●産業経済課経済振興係
　☎ 76-5404

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。

お知らせ

　不登校やいじめ、しつけ、発
達など、子育てにお悩みの方の
相談に応じます。相談は無料で
す。ご相談内容の秘密は厳守し
ますので、お気軽にお越しくだ
さい。また、電話でのご相談も
受け付けています。
相談受付●月～金曜日
　（祝日・年末年始を除く）
　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

お子様の悩み
一緒に考えます

返しきれない借金で悩んでいませんか？
　千葉財務事務所では無料の債務相談窓口を開設しています。相談内容に
より解決のための助言を行い、必要に応じて法律専門家を紹介します。
　相談は無料、秘密は厳守します。
受付時間●月～金曜日（祝日を除く）
　午前 8 時 30 分～正午、午後 1 時～ 4 時 30 分
問合せ●財務省 千葉財務事務所 債務相談窓口☎ 043-251-7830

水道メーターを交換します
　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●次浦・十余三・御料地・大原内・新町・堀ノ尻・仲町
交換期間● 10 月 2 日（月）～ 16 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

　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 23 年 4 月 2 日～平成 24 年 4 月 1 日生まれの方
とき● 10 月 13 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

平成30年度小学校へ入学する皆さんへ

（公社）多古町シルバー人材センター入会説明会
　多古町に在住する、健康で働く意欲のある60歳以上の方々に就業の機
会を提供し、地域を活性化しようと、町の支援により当センターは設立さ
れました。季節によって繁忙の違いはありますが、機械除草・各種農作業・
剪
せ ん

定
て い

・障子はり・運転代行など、さまざまな分野で現在
約180人の会員が活躍しています。
　今までの技能や経験を積極的に生かし、あなたも会員
になりませんか？
とき●9月27日（水） 午前10時
ところ●社会福祉協議会2階　会議室
問合せ●（公社）多古町シルバー人材センター☎76-6606

あなたの経験・知識・技能を生かそう！

秋の
9月21日（木）～30日（土）

ち　ば

交　通　安　全

全国交通安全運動
〜 身につけよう 命のお守り 反射材 〜
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