
■障害年金の無料個別相談会■　とき● 7月 16 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）

■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● 7月 27 日（土）午後 1時～ 4時　ところ●成田市中央公民館　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
　7月5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8月2日（金）開催
申込期間7月19日（金）～26日（金）
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　7月12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
　7月22日（月）
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
　7月13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 7月11日（木）まで
問司法書士加瀬事務所
☎73-2654

●行政書士相談
　7月21日（日）
午後1時30分～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

生涯学習課社会体育係からのお知らせ
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

初心者・初級者の皆さんへ
つばき杯ビギナーズテニス大会�
とき● 8月 4日（日）
　午前 8時～午後 5時（開場 7時）
　小雨決行・荒天中止
と�ころ●千葉県総合スポーツセン
ター東総運動場（旭市清和乙 621）

種目●男子ダブルス・女子ダブルス
参�加資格●千葉県在住・在勤・在学
で硬式テニス初心者・初級者の方

※�現役硬式テニス部員は高校 1年生
のみ
参加費● 1組 3,000 円（保険料込）
申込み● 7月 20 日（土）
　�午前 9時より窓口、午後1時より
　FAX・メールで受付開始
　FAX�68-1063
　{tousou@cue-net.or.jp
問合せ●東総運動場（月曜定休）
　午前 9時～
　午後 5時
　☎ 68-1061

学生を募集します
海上保安大学校・海上保安学校�
【海上保安学校】
受付期間●7月16日（火）～18日（木）
　ネット受付は、25 日（木）まで
試験日●（一次）9月 22 日（日）
【海上保安大学校】
受付期間●8月22日（木）～26日（月）
　ネット受付は、9月 2日（月）まで
試験日●（一次）10 月 26 日（土）
　　　　　　　　　��27 日（日）
問合せ●銚子海上保安部管理課
　☎ 21-0118

千葉県警察官募集
第二回警察官採用試験�

　私たちと共に千葉の未来を守って
くれる「情熱」のある人材を募集して
います。
試験日● 9月 22 日（日）
職種●警察官A（男性・女性）
　　　警察官B（男性・女性）
受付期間● 7月 2日（火）～
　　　　　�8 月 16 日（金）
※詳しくはお問い合わせください。
問合せ●香取警察署
　☎ 0478-54-0110

8月～9月に実施予定
乳がん・子宮がん検診�

　登録者には日付と時間を指定した
通知を送付します。
　都合がつかない場合に限り、予約
変更が可能です。登録が済んでいな
い方はお問い合わせください。
予約変更受付日● 7月 20 日（土）
　午前 8時 30 分～午後 5時
※受付は電話のみ
問合せ●保健福祉課
　健康づくり係
　☎ 76-3185

ぜひお越しください
看護の日イベント�

■ふれあい看護体験 2019
　看護師の仕事に興味のある方や将
来看護師になりたいと思っている方
は病院で看護師の体験ができます。
申し込みなど詳しくはお問い合わせ
ください。
とき●月曜～金曜または夏休み期間
　午前 10 時～午後 2時
ところ●多古中央病院
申込み・問合せ● 7月 31 日（水）
　までに総師長�村山まで
　☎ 76-2211

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。

募集 お知らせ

■夏本番！みんな集まれ！多古町民船越プール
日程● 7月 27 日（土）～ 8月 18 日（日）　午後 1時～ 4時
定休日●毎週月曜日
　山の日 8月 11 日（日・祝）はお休みです。
入場料●【中学生まで】110 円　【高校生以上】160 円
その他●小学 3年生以下は保護者同伴
※天候や水温によって実施できない場合があります。
　あらかじめ電話にてご確認ください。

■夏休みジュニア卓球教室【全 3回】
とき● 7月 30 日（火）～ 8月 1日（木）　午前 9時～正午
ところ●町民体育館
対象●町在住の小学生
募集人員● 15 名程度　
持参物●ラケット（貸し出し有り）・タオル・室内靴・飲み物
申込み● 7月 26 日（金）までに印鑑を持参の上、お申し込みください。

■初心者・経験者大歓迎！多古剣友会
　いつでも見学・体験受け付けます。剣道具も無料で貸し出します。
とき●【毎週日曜日】午前 9時 30 分～ 11 時
　　　【隔週木曜日】午後 7時～ 8時
ところ●中村小体育館
年会費● 4,300 円のみ（保険・登録料込）
対象●小学生以上
問合せ●平山;080-6548-6541

職務内容●消防職初級【�1 名程度】

※�救急救命士免許取得者または救急救命士国家試験受験資格取得者、

　同受験資格を令和元年度に取得見込みの方を含む。

受�験資格●平成3年 4月 2日から平成14年 4月 1日までに生まれた方で、

学歴を問わない。

申�込書の配布● 6月 28 日（金）から香取広域事務局、消防本部および各署

所、香取市役所および各支所、多古町・東庄町・神崎町役場の職員採用

担当窓口　※香取広域のHPからもダウンロードできます。

受付期間● 7月 29 日（月）～ 8月 13 日（火）

※土・日を除く午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

試験日● 9月 22 日（日）

試験会場●香取市立佐原中学校

申�込方法●職員採用試験申込書に写真を貼り、必要事項を記入の上、

　持参または郵送【�8 月 13 日（火）の消印有効】

申込み・問合せ●香取広域市町村圏事務組合 消防本部総務課
　☎�0478-52-1191

香取広域市町村圏事務組合 職員募集

第69回＂社会を明るくする運動＂
　毎年 7月は、社会を明るくする運動強化月間です。
　社会を明るくする運動は、犯罪や非行をした人の立ち直りについてみん
なで考え、犯罪や非行が起きない社会をつくろうという、全国的な運動です。
　みなさんのチカラで社会を明るくしましょう！
� 第 69 回＂社会の明るくする運動＂千葉県推進委員会
� 委員長　森　田　健　作

採用説明会● 7月 21 日（日）午前 9時 30 分から

ところ●香取広域消防本部

無人ヘリコプターによる空中散布

映画「ケアニン～あなたでよかった～」上映会・講演会

　希望があった地域について無人ヘリコプターによる水稲
の病害虫防除を実施します。
散布期間● 7月 20 日（土）～ 22 日（月）
◦動植物は室内に入れるか、シートなどで覆ってください。
◦�屋外に駐車してある車は水田から離れた場所に移動し、農薬がかかった
場合はすぐに洗車してください。
◦洗濯物などは、散布が済んでから屋外に出してください。
◦散歩・通勤・通学時には、農薬がかからないようにご注意ください。
※天候により、延期になる可能性があります。
問合せ●産業経済課農業振興係☎ 76-5404

内容●「認知症で人生終わりになんて僕がさせない―」
　主人公の介護士の青年が、認知症の高齢者の介護を通じて、働くことの
意味や、人と人、地域のつながりの大切さを感じながら成長していく物
語。当日は、NHK「プロフェッショナル」にも取り上げられた「あおいけあ」�
代表の加藤忠相氏の講演もあります。
とき● 8月 2日（金）午後 6時～ 9時
【講演会】午後 6時～ 7時
【映画上映】午後 7時 15 分～ 9時
ところ●コミュニティプラザ文化ホール
料金● 1,000 円
問合せ●多古町介護サービス事業所連絡協議会事務局
　　　　（多古町地域包括支援センター☎ 70-6111）
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