
■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●6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

■障害年金の無料個別相談会■　とき●6月19日（火）午後1時30分～4時30分　ところ●成田商工会議所
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）

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
　6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7月6日（金）開催予定
申込期間6月22日（金）～29日（金）
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　6月8日（金）
午前10時～午後5時
役場3階　第7会議室
■対象 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
　6月7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
　6月9日（土）
午後1時～5時
旭市民会館
■内容登記・法律・債務整理など
■予約 6月7日（木）まで
問司法書士飯嶋事務所
☎25-0567

●行政書士相談
　6月17日（日）
午後1時～4時
匝瑳市市民ふれあいセンター
■内容相続・遺言・協議書など
問加藤行政書士事務所
☎73-4751

ご協力をお願いします
愛の献血

とき●7月4日（水）　
　�午前10時～11時45分
　午後1時～4時
ところ●役場附属棟
今 後の予定●10月31日（水）、
　いきいきフェスタ（期日未定）、
　平成31年3月14日（木）
問 合せ●保健福祉課健康づくり係
　☎�76-3185

えほんとおはなしの会
図書館ボランティア「ぐるんぱ」
　絵本の読みきかせや紙芝居、手遊
びなどで一緒に楽しみましょう。
　申し込みは不要です。
とき●毎週土曜日
　午前10時30分～11時頃
ところ・問合せ●町立図書館
　☎�79-3406

建築士の日
県内一斉住宅相談会

とき●7月1日（日）
　午前10時～午後4時
ところ●佐原中央公民館
問合せ●（一社）千葉県建築士会�
　事務局☎�043-202-2100

無料相談いろいろ

相談日が祝日の場合はお問い合わせください。

お知らせ

教科書展示のお知らせ
　小・中学校用検定済教科書等の見本を展示します。
とき● 6月 15 日（金）～ 7月 4日（水）の土・日を除く 14 日間
　　　午前 9時～午後 5時
会場●香取合同庁舎内 1階
問合せ●佐原教科書センター（北総教育事務所香取分室内）
　☎ 0478-54-1529

道路沿いの樹木の伐採にご協力ください
　私有地から道路や歩道に樹木がはみ出ていると、歩行者や車の通行の妨
げになるだけでなく、カーブミラーや道路標識が見えにくくなり大変危険です。
　事故が発生した場合には、樹木の所有者が賠償責任を問われることもあ
ります。町から樹木の所有者に枝を切っていただくようお願いすることも
ありますが、事故を未然に防ぐためにも、所有者の皆さんは定期的に点検
して、道路にはみ出ないようお手入れをお願いします。
問合せ●都市整備課土木管理係☎ 76-5407

勤務● 7月 21 日（土）～ 8月 29 日（水）の予定
資格● 18 歳～ 60 歳位まで
勤務場所●多古・久賀・中村・常磐学童保育所
職務内容●小学生の保育（宿題の助言、絵本の読み聞かせ等）
賃金●時給 911 円　提出書類●履歴書　選考方法●面接
申込み・問合せ● 6月 29 日（金）までに多古町社会福祉協議会☎ 76-5940

夏休み中の学童保育所補助員募集

　廃ビニール類等を搬入するときは事前に登録が必要です。
　産業経済課で受け付けていますので、早めの登録をお願いします。
回収日時● 6月 27 日（水）午前 9時～午後 3時
　　　　　　�　28 日（木）午前 9時～正午
ところ● JA多古町ライスセンター
処理料● 1㎏につき 12 円（個人負担金）
※�廃プラ類（肥料袋・培土袋を含む）と廃ビニール類は必ず水洗いをして、
土などの付着物を取り除いてから分別し、1枚ずつ重ねて束ねた状態で
出してください。

問合せ●産業経済課農業振興係☎ 76-5404

農業用廃ビニール・プラ類の回収

　大規模に農業を営もうとする人などに、まとまった形で農地を貸しつけ、
農地の集積や集約化を図り、経営の効率化を進めるために「農地中間管理
事業」という農地の貸し借りの仕組みがあります。
　農地を耕作できないために「農地を貸したい」、また今後経営を拡大した
いので「農地を借りたい」とお考えの方は産業経済課または（公社）千葉県園
芸協会にご相談ください。
※千葉県園芸協会は、県が農地中間管理機構に指定した法人です。
問合せ●産業経済課農村整備係☎ 76-5404
　　　　（公社）千葉県園芸協会☎ 043-223-3011

農地を貸したいとお考えの皆さん

　初めての方と過去 3 年間受診
していない方は登録が必要です。
乳がん検診は 30 歳以上、子宮頸
がん検診は20歳以上が対象です。
まだ登録していない方は、保健福
祉課までご連絡ください。
※�なお、検診は 8月～ 9月に実施
予定です。

問合せ●保健福祉課健康づくり係
　☎ 76-3185

（公社）多古町シルバー人材
　　　センター入会説明会
　多古町在住で、健康で働く意欲
のある 60歳以上の方々を対象に
入会説明会を開催します。
とき●6月 20�日（水）
　（1回目）午前10時から
　（2回目）午後2時から
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

乳がん・子宮頸がん検診の登録について あなたの経験・知識・技能を生かそう!

平成29年度　住民基本台帳の閲覧状況を公表します
　「住民基本台帳法」および「多古町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱規程」に基づき、下記のとお
り公表します。閲覧できる情報は、住所・氏名・性別・生年月日に限られています。

閲覧者氏名
（法人の場合は名称および
代表者または管理者）

閲覧事由（利用目的）の概要 閲覧
年月日 閲覧した住民の範囲

株式会社マーケティング・
リサーチ・サービス
代表取締役
岩川　恵理子

平成 29 年度「生活習慣に関するアンケ
ート調査」の対象者抽出
（委託者：千葉県健康福祉部健康づくり
支援課）

平成 29 年
8月 22 日

多古町全域の住民のうち、
15 歳以上の男女 130 件

株式会社エスピー研
代表取締役
安良岡　洋介

平成 29 年度「第 54 回・第 55 回県政に
関する世論調査」の対象者抽出
（委託者：千葉県総合企画部報道広報課）

平成 29 年
11 月 21 日

18 歳以上で住所が「多古町多古」
の住民のうち 32 件

株式会社サーベイ
リサーチセンター
代表取締役
藤沢　昌樹

「霞ヶ浦の環境整備に関するアンケート
調査」の対象者抽出
（委託者：国土交通省　関東地方整備局
霞ヶ浦河川事務所）

平成 30 年
2月 1日

20 歳以上で住所が「多古町飯笹、
高津原、十余三、北中」の住民の
うち 5件

問合せ●住民課住民係☎ 76-5401

ゴルフ教室参加者募集
とき● 6月 19 日（火）から下記の各火曜【全 10 回】
　�（6月 19 日・26 日、7月 3日・10 日・17 日・24 日、
　8月 7日・21 日・28 日、9月 4日）　午後 6時 30 分～ 8時
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
申込期限● 6月 15 日（金）まで
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

「水道水 安全 おいしい 金メダル」 
　水は限りある資源です。大切に使いましょう。
　水道料金のお支払いは、便利な口座振替をご利用ください。
問合せ●生活環境課水道係☎ 76-5406

6月1日～７日は水道週間です
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