
■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・労働安全衛生管理者・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● 3月 30 日（土）午後 1時～ 4時　ところ●船橋市勤労市民センター　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
　3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4月5日（金）開催予定
申込期間3月29日（金）まで
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　3月8日（金）
午前10時～午後5時
役場1階 第2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

●住民相談
　3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
　3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 3月7日（木）まで
問司法書士林事務所
☎63-5652

●行政書士相談
　3月17日（日）
午後1時～4時
匝瑳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

税務のスペシャリスト
国税専門官募集�

受�験資格●①平成元年 4 月 2 日～
平成 10 年 4月 1日生まれの方

　�②平成 10 年 4 月 2 日以降生まれ
で大学を卒業した方および平成
32 年 3 月までに大学を卒業する
見込みの方

受付期間● 3月 29 日（金）～
　　　　　4月 10 日（水）
※�受験案内は人事院のホームページ
からもダウンロードできます。

問合せ●佐原税務署総務課
　☎�0478-54-1331
　

臨時職員を募集します
多古こども園�

職種●①保育教諭
　　　②看護師
仕事内容●
　① 0～ 5歳児の保育・教育事務
　②体調不良児の対応等
資格●①幼稚園教諭および保育士
　　　②看護師または准看護師
給�与●①時給 1,195 円
　�②時給 1,295 円（准看護師の場合
　は時給 1,195 円）
勤�務時間●①②基本は月～金曜日の
午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

　（勤務開始日も含め応相談）
申込み・問合せ●多古こども園
　☎ 76-6050

受講生募集中！
介護福祉士実務者研修通信課程�
　実務者研修とは、国家資格である
「介護福祉士」になるための基礎的な
知識や技術を学ぶ研修です。
　「介護福祉士」の受験資格取得に
は、3年の実務経験に加え「実務者
研修」の修了が必要です。
応募期限● 3月 22 日（金）
定員● 20 名
　（定員になり次第締め切り）
ところ●社会福祉協議会２階会議室
受講料●無料
　（テキスト代は自己負担）
※詳しくはお問い合わせください。
申込み・問合せ●多古町社会福祉
　協議会☎ 76-5940

健康診査を受診された方へ
健診結果の提出�

　40 ～ 74 歳の国民健康保険の加入
者で平成 30 年度に職場等で健康診
査を受けた方は、健診結果の提出に
ご協力をお願いします。
提出期限● 3月 29 日（金）
提出先・問合せ●住民課国保年金係
　☎�76-5405

ご協力をお願いします
愛の献血�

とき● 3月 14 日（木）
　午前 10 時～ 11 時 45 分
　午後 1時～ 4時
ところ●役場附属棟
問合せ●保健福祉課 健康づくり係
　☎�76-3185

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
募集 お知らせ

あなたも老人クラブに加入しませんか
　老人クラブでは、健康づくりや友愛、奉仕活動など、さまざまな活動を
行っています。活動内容には旅行、趣味、スポーツなどの楽しい活動もたく
さんあります。おおむね60歳以上の方なら、どなたでも加入できますので、�
申し込みについては、お住まいの地区の単位老人クラブまたは多古町老人ク
ラブ連合会までお問い合わせください。
問合せ●多古町老人クラブ連合会事務局☎76-5940

高齢者世帯の住宅に火災警報器を設置します
　町では、高齢者のひとり暮らし世帯や高齢者のみで構成される
世帯を対象に『住宅用火災警報器』を無償で設置する事業を実施し
ています。
　町が設置する『住宅用火災警報器』は1世帯当たり1個のみで、
寝室への設置となります。詳細についてはお問い合わせください。
問合せ●保健福祉課福祉係☎76-3185

手具健康体操トライビクス多古

し尿のくみ取りには
手続きが必要ですあでやかな日本の着物文化を

身に付けてみませんか

〜肩こり�腰痛�さようなら〜
美 キレイコース 体験者募集
とき●3月28日（木）
　午後1時30分～2時30分
ところ●役場附属棟�和室
申込期限●3月25日（月）
申込み・問合せ●田野中
　;090-9309-5404

　引っ越しなどにより、新たにく
み取り式トイレを利用する方や利
用しなくなる方は、し尿のくみ取
りに関する手続きが必要です。住
民票の転入・転出・転居の届出だ
けでは、自動的に加入や取り消し
とはなりません。必ず手続きをお
願いします。
※手続きを忘れた場合…
◦�くみ取りが必要になっても、�
くみ取り作業の手配は、手続き
をされた後となるため、実施ま
でに時間がかかります。

◦�転居後も、今までどおりくみ取
りが行われ、料金が発生する場
合があります。

問合せ●東総衛生組合事務局
　☎�62-0794

着物を身近に　日本舞踊体験者募集
※お子さんが対象です
とき●3月28日（木）
　午後4時～5時
ところ●役場附属棟�和室
申込期限●3月25日（月）
申込み・問合せ●錦照会
　錦
にし

生
き

裕
ゆう

照
しょう

�;090-9309-5404

（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

・障子張り・運転代行
などさまざまな分野で現在165名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？
　また、定例入会説明会以外でも会員募集受付は随時行っています。
とき●3月15日（金）　午前10時～11時、午後2時～3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！

火災予防を心掛け、死傷事故や大切な財産の損失を防ぎましょう。

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

■住宅用火災警報器等・悪質訪問販売にご注意‼

3 月 1 日～ 7 日 春季全国火災予防運動

３つの
習慣

４つの
対策

「忘れてない？ サイフにスマホに火の確認」

　おかしいと思ったら、はっきりと断って！
　住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、悪質な訪問販売等が全国的に
発生しております。消防署では商品の販売や無料配布などは行っており
ませんので、だまされないように注意しましょう。

� ①寝タバコは、絶対にやめる
� ②ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する
� ③ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

� ①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
� ②�寝具・衣類・カーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する
� ③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する
� ④�お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制

をつくる

■住宅防火　いのちを守る　7 つのポイント■

問合せ●自衛隊千葉地方協力本部�成田地域事務所☎ 0476-22-6275

■幹部候補生

日本の平和を支える　～受験願書受付中～

種　目 受験資格
※年齢は平成32年4月1日現在 受付期間 試験期日

一般

大卒
程度

22歳以上26歳未満の者

3月1日（金）
～

5月1日（水）

5月11日（土）
　　12日（日）大学

院卒
修士課程修了者等（見込含）で
20歳以上28歳未満の者

歯科・
薬剤科

専門の大卒者（見込含）は
20歳以上30歳未満、薬剤科
は20歳以上28歳未満の者

5月11日（土）

くらしの情報
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