
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
　（月〜金曜日）
午前8時30分～午後5時15分
■内容消費生活や多重債務、
個人情報の保護など
問産業経済課経済振興係
☎76-5404

●若者の就労相談
　7月10日（金）
午前10時～午後5時
コミュニティプラザ1階 第1研修室
■対象 15歳以上50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（水）
午前9時30分～午後3時
役場3階 第5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） 
午後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11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9日（木）まで
問司法書士加瀬事務所
☎73-2654

●行政書士相談
　7月12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

個別相談に応じます
障害年金の無料相談会

　年金の専門家、社会保険労務士が
受給要件、申請手続きについて個別
に相談に応じます。
とき●7月21日（火）
ところ●成田商工会議所
定員●10名
※詳しくはお問い合わせください。
申 込・お問合せ● NPO 法人 みん
なでサポートちば

　☎070-1541-7661（申込専用）

労働災害を防止しましょう
全国安全週間

　7月1日から7月7日までは「全国安
全週間」です。
　「全国安全週間」は、職場における
安全意識を高め、安全活動の定着を
図り、安全で快適な職場環境づくり
を進める啓発週間となります。
　今年のスローガンは『エイジフレ
ンドリー職場へ！　みんなで改善　
リスクの低減』です。
　皆さんのチカラで労働災害を防止
しましょう！

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

中止

生涯学習課社会体育係からのお知らせ
お問合せ●コミュニティプラザ内　生涯学習課社会体育係☎ 76-7811

■夏本番！みんな集まれ！多古町民船越プール（旧第三小プール）
日程● 8月 1日（土）～ 22 日（土）　午後 1時～ 4時
定休日●毎週月曜日
　山の日 8月 10 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● 8月 4日（火）～ 6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● 7月 31 日（金）までに印鑑を持参の上、生涯学習課社会体育係へ

■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
お問合せ●木村;090-4729-1578

　厚生労働省が定める職業能力評価基準に準拠し、職務を遂行する上で必
要となる知識の習得と実務能力の評価を行うことを目的とした試験です。
人事・経理・営業・生産管理など、企業実務に即した専門的知識・能力を
客観的に評価します。

受験に関するお問合せ●ビジネス・キャリア検定試験運営事務局
　☎ 03-3233-6810　{info_bc@nippan.co.jp
試験会場に関するお問合せ●千葉県職業能力開発協会�総務企画課
　☎ 043-296-1150

試験日● 10 月 4日（日）
受付期限● 7月 27 日（月）まで
試験分野●人事・人材開発・労務管理、経理・財務管理、ロジスティクス
　　　　　�営業・マーケティング、生産管理、企業法務・総務、経営戦略

経営情報システム
受験資格●特になし
受験料● 1級：11,000 円、2級：7,700 円、3級：6,200 円
試験内容●試験内容の詳細は中央職業能力開発協会
　　　　　ホームページをご覧ください

令和2年度前期ビジネス・キャリア検定試験

無人ヘリコプターによる空中散布
　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（月）～ 22日（水）
◦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。
お問合せ●産業経済課農業振興係☎ 76-5404

� （事前予約制）
※飼い犬の同伴はできません
〜基礎講座〜
とき● 7月 16 日（木）、8月 6日（木）
　　　午前 10 時～正午
� （受付：午前9時 30分～10時）
参加費●無料　※先着 20 組

〜実技講座〜
とき● 7月 16 日（木）、8月 6日（木）
　　　午後 1時～ 3時（受付：午後
　　　12 時 30 分～ 1時）
参加費● 3,000 円
　　　　※ 3組以上 10 組まで

とき● 7月 18 日（土）、
　　　�8月13日（木）、9月24日（木）
　　　�午前 9時 30 分～正午（受付：
　　　�午前 9時～ 9時 30 分）
　　　��※受付時間に遅れると参加

できません。
対象●�犬・猫が欲しい方、犬・猫を

譲渡したい方
参加費●無料

� （オンライン申請）
　県民の方が飼っている犬・猫の新
しい飼い主さんを探しています。
　詳細はホームページにてご確認く
ださい。

ところ●千葉県動物愛護センター
　　　　（富里市御料 709-1）
申 込・お問合せ●千葉県動物愛護
　　　　センター☎ 0476-93-5711
　受付時間：午前 8時 30 分～
　　　　　　午後 5時 15 分

動物愛護センターからのお知らせ ～動物愛護事業～

犬のしつけ方教室 一般譲渡会 犬と猫との出会いの場

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止になる場合があります。

住民票や各種証明書の休日交付を行っています
　原則として毎月の最終日曜日を『休日開庁日』とし、住民課と税務課の窓口
で住民票や各種証明書の交付を行っています。
（税務課では町税等の納付もできます）
『休日開庁日』に取り扱う業務は次のとおりです。
開庁日時●7月26日（日）�午前9時～午後5時

■住民課☎�76-5401
　○証明書類交付業務（住民票、印鑑証明、戸籍証明、住所証明）
　○パスポート交付業務
　※パスポートの交付については午前9時～午後4時30分までです。
　　なお、申請の受付業務は行っておりません。

■税務課☎�76-5402
　○証明書類交付業務
　　納税証明（住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税）、
　　所得証明、住民税課税・非課税証明、固定資産課税台帳登載証明、
　　資産証明、固定資産税評価額証明、固定資産税公課証明　
　○�町税等の収納業務（住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、

介護保険料）

日曜
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