
■ぐるぐるかとり　デジタルスタンプラリー■　香取地域を巡りながら、スタンプを集め
て応募すると、酒蔵飲みくらべセットなど地域の特産品などを抽選でプレゼント。（3か所から
応募可）　期間● 6月 15 日（火）〜 9月 3日（金）　応募締切● 9月 3日（金）まで　
お問合せ●香取地域振興事務所　☎�0478-54-1311

町民船越プール（旧多古第三小学校プール）の監視員募集
勤務● 7月 27 日（火）〜 8月 22 日（日）　午後 0時 30 分〜 4時 30 分
　（月曜・祝日は休み、1日 2名程度の勤務予定）
資格●高校生以上の健康な方
　（普通救命講習会を受講した方が望ましいです）
勤務内容●危険行為の監視、プールサイドや更衣室などの清掃、
　入場者の受付業務
募集定員● 2名程度　賃金●時給 925 円
募集期間● 6月 8日（火）〜 22 日（火）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、ゴルフ教室、プール事業が中止になる場合があります。

●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
　6月11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

●特設住民相談
　6月3日（木）
午前9時30分〜午後2時
役場1階　第2会議室
先着7人（予約制）
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12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10日（木）まで
問司法書士飯嶋事務所
☎25-0567

●行政書士相談
6月20日（日）
午後1時30分〜4時
八日市場公民館
■内容相続・遺言・協議書など
問新井行政書士事務所
☎74-8518

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
午前9時〜午後5時
6月27（日）

■町県民税

※�口座振替日は6月30日（水）です。
　�納期限後の再振替はできませんので、
ご注意ください。

今月の納税など

　回収日の当日、午前8時までに
出してください。収集日以外はご
みを置かないようご協力をお願
いします。

■可燃ごみ
ごみステーションごとに決めら
れた曜日で収集します。
■資源ごみ・不燃ごみ
必ず指定の袋を使用してくださ
い。土・日・祝日でも収集します。
久賀地区●5日・19日
多古地区●6日・20日
中・常磐地区●7日・21日
■使用済み小型家電
携帯電話、デジカメ、電話機な
どの小型家電は回収ボックスへ
設�置場所　役場、コミュニティプ
ラザ、保健福祉センター 他
■粗大ごみの搬入
　�伊地山クリーンセンターへ直
接搬入できるごみは粗大ごみ
（布団、ベッド、家具類、自転
車など）です。
　�なお、直接搬入する場合は、搬
入申請書を事前に記入し、搬入
される方の身分証明書（運転免
許証、健康保険証など）をご持
参の上、施設に提出してくださ
い。
■搬入申請書の取得先
◦�町または香取広域市町村圏事務
組合のホームページ
◦生活環境課の窓口

料　　金　10㎏につき200円
搬入時間　�午前8時45分〜正午
　　　　　午後1時〜4時30分
処分に関すること
問香取広域市町村圏事務組合　
　☎0478-78-1311
収集に関すること
問生活環境課環境係
　☎76-5406

ごみの出し方

住民課･税務課休日開庁日

町ホームページ

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。くらしの情報

教科書展示
　小・中学校用検定済教科書などの見本を展示します。
とき● 6月 11 日（金）〜 30 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
お問合せ●佐原教科書センター
　（北総教育事務所香取分室内）　☎ 0478-54-1529

　廃ビニール類など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 23日（水）午前 8時〜午後 3時
　　　　　　�　24日（木）午前 8時〜正午
会場●多古育苗ライスセンター（旧 JA多古町ライスセンター）
処理料● 1㎏につき 62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。
お問合せ●産業経済課農業振興係　☎ 76-5404

　千葉県消防協会香取支部ポンプ操法大会は、
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
中止といたしました。なお、千葉県消防操法
大会についても開催中止となります。
お問合せ●香取広域消防本部多古分署
　☎ 76-3255

農業用廃ビニール・プラ類の回収

千葉県消防協会香取支部ポンプ操法大会の中止

みんなのちから世界へ届け～SDGsを知ろう～

講師登録者を募集します

　今回、私たちは不要になった衣類や文房具をターゲット目標の達成率が
低い海外に送り、SDGs の「貧困をなくそう」「質の高い教育をみんなに」
などのターゲット目標を達成に近づける活動を企画いたしました。
　ご協力いただける場合は、内容をご記載の上、返信期日までに FAX か
お電話いただけますよう、よろしくお願いします。
日時● 6月 13 日（日）午前 9時 10 分〜午後 3時まで
申込方法●電話か FAX（電話と FAXの締切日は 6月 11 日（金）まで）
持�込会場●多古町（多古町商工会議所駐車場　多古町多古 2508-1）
　　　　　匝瑳市（現代興業工場　匝瑳市栢田 8547-2）
　　　　　横芝光町（西村歯科医院　横芝光町横芝 2242-1）
　�※汚れの著しいもの、下着類はご遠慮ください。（当会員がご自宅まで
回収に伺います。または持ち込み可能です。）
お問合せ●一般社団法人八日市場青年会議所
　　　　　SDGs 推進委員会
　伊藤　☎ 090-2763-0879　FAX：0479-67-5157
　石田　☎ 080-5506-5455　FAX：0479-74-7917

　北総管内の公立小中学校講師登録者の募集
募集対象●講師・養護教諭・学校事務・栄養職員
募集要件●�講師・養護教諭・栄養職員は相当免許状所有者、心身共に健康

で、教育に情熱のある方
応募方法●講師登録申請書を FAX送付または郵送してください。
　　　　　�※申請書は北総教育事務所ホームページからダウンロードする

か、次の連絡先に問い合わせてください。
お問合せ●北総教育事務所管理課
　〒 285-0026　佐倉市鏑木仲田町 8-1
　☎ 043-483-1148　FAX�043-486-2919

ゴルフ教室参加者募集
日時● 6月 8日（火）から下記の各火曜日【全 10 回】
　（6月 8日・15 日・22 日、7月 6日・13 日・20 日・27 日、
　8月 3日・10 日・17 日）午後 6時 30 分〜 8時
会場●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 12 名程度
費用● 3,500 円　持参品●筆記用具・ゴルフクラブ
申込期限● 6月 5日（土）まで

申込・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

　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。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。受付の申込は、事前に事務所に連絡をお願いします。
日時●6月24日（木）��（1回目）午前10時〜11時
　　　　　　　　　　（2回目）午後2時〜3時
会場●社会福祉協議会2階会議室
お問合せ●(公社)多古町シルバー人材センター　☎�76-6606

（公社）多古町シルバー人材センター入会説明会

北総教育事務所
ホームページはこちら

八日市場青年会議所の
ホームページはこちら

令和2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

株式会社サーベイリサー
チセンター
代表取締役
藤澤　士朗

「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）

令和 3年
3月 25 日

20 歳以上で住所が「多古
町次浦、西古内、大高、
桧木、出沼、本三倉、谷
三倉、川島、東松崎、坂、
方田、南玉造、南借当」
の住民のうち 20 件

お問合せ●住民課住民係　☎ 76-5401
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