出張一日ハローワーク開設
職業の相談、紹介、求人の受理な
どに関する相談等を行います。お気

町は、地震・津波や武力攻撃など

軽にご利用ください。

の災害時に、全国瞬時警報システム

日時

９月25日㈫ 10:00 ～ 15:00

を用いて送られてくる国からの緊急

場所

役場 町民ホール

情報を、確実にお伝えするため、緊

佐原公共職業安定所 ☎55-1132

急情報伝達試験を行います。

まちづくり課 産業振興係

日時 ９月12日㈬

☎86-6075

９月21日㈮ 10:00 ～ 14:30
９月22日㈯

おすこやかに
◇出生

10:00、10:30の２回実施

旭中央病院附属看護専門学校
「彩花祭」を開催します
日時

７月の届出

緊急情報伝達試験を
９月12日に行います

9:30 ～ 14:30

場所

旭中央病院附属看護専門学校

内容

フリーマーケット、軽食、華道、

マッサージ、血圧測定体験など

方法 町内の防災行政無線から定時
放送と同程度の音量で一斉に放送
内容

これは試験放送です → こち

らは防災東庄です → チャイム
総務課 庶務係 ☎86-6082

東庄県民の森「秋の祭」
地元新鮮野菜の即売会やフリーマ

旭中央病院附属看護専門学校

ーケット、模擬店の出店や、マイ箸

☎0479-63-8111（内線7705）

づくり、オカリナ演奏会などイベン

がんリスク検査を受けませんか
一度の採血でがん（胃、肺、大腸、
前立腺、乳腺、子宮、卵巣）にかか

示・即売会も開催されます。
日時 ９月23日㈰ 9:00 ～ 15:00
※小雨決行・荒天中止
場所 東庄県民の森

とができる検査です。検査を希望さ

◇フリーマーケット出店

れる方は事前の予約が必要です。

出展料 １区画 500円 ※雨天中止

※受付は外科外来でお願いします。

申し込み・問い合わせ

◇費用（自由診療）

東庄県民の森 ☎87-0393

腺）18,900円
・女性５種（胃、肺、大腸、乳腺、
子宮・卵巣）18,900円
・女 性２種（乳腺、子宮・卵巣）
9,450円
国保小見川総合病院 ☎82-3161

なかよし動物フェスティバル
県は、動物の愛護と適正な飼育に
ついての理解と関心を深めてもらお
うと、「なかよし動物フェスティバ
ル2012」を開催します。

やすらかに
◇死亡

教育相談
学校・家庭での教育問題について、
気軽にご相談ください。相談は無料
で秘密は固く守ります。
日時 ９月12日㈬ 13:30 ～ 16:00
会場 町公民館 第１会議室

この欄への掲載を望まない方は、
届出時に窓口へお申し出ください。

※上記に限らず相談は随時受付
教育課 学校教育係 ☎86-2311

救急の日 救急講習会
東庄町救急応急手当員連絡協議会
（会長 岩井晴夫）は、９月９日の救

日時

９月22日㈯ 10:00 ～ 15:00

急の日にちなみ、救急講演会を開催

場所

千葉県動物愛護センター

します。

内容

犬のしつけ方・犬のさわり方・

日時 ９月14日㈮ 15:30 ～ 17:00

手入れ実演、地元特産品販売など

◇婚姻

トが盛りだくさん。恒例の山野草展

っている可能性を同時に予測するこ

・男 性４種（胃、肺、大腸、前立

おしあわせに

会場 町保健福祉総合センター

千葉県動物愛護センター

演題 脳卒中の救急

☎0476-93-5711

※詳細はお問い合わせください

http://www.pref.chiba.lg.jp/aigo/

香取広域消防組合東庄分署 ☎86-1150

人口と世帯（８月１日現在）
人

口
男
女
世帯数

15,259人（＋139）
7,564人（＋ 88）
7,695人（＋ 51）
4,949戸（＋ 92）
（

）は前月比

平成 24 年 7 月 9 日に施行された
「住民基本台帳法の一部を改正する
法律」により、施行後の住民基本
台帳人口には、適法に町内に在住
する外国人も含まれます
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Information

募

集

インフォメーション

地域活動支援センター おみがわ
東庄町イメージキャラクター
コジュリンくん

固定資産税（３期）
国民健康保険税（３期）
介護保険料（３期）
後期高齢者医療保険料（３期）
の納期限です

お忘れなく！
◆納税には口座振替が便利です。
◆口座振替の方は残高をご確認ください。
◆納期を過ぎますと延滞金がかかります。
町民課 賦課徴収係 ☎ 86-6073

不燃物・資源物の収集日

月

根方・仲内・大久保 9/10･24
舟戸・夏目・八重穂 10/8
石出・東今泉

火

水

木

金

9/3･17
10/1

9/4･18
10/2

東和田・神田・稲荷入 9/11･25
小貝野・本郷・平山 10/9
八木山・高部・宮本 9/5･19
今郡・谷津・羽計
10/3
竜神台

9/12･26
10/10

宿浜・平台・大友
青馬・小座

9/6･20
10/4

羽計台

9/13･27
10/11

新田・菰敷
粟野 ･ 小南

9/7･21
10/5

大木戸 ･ 東町

9/14･28
10/12

ペットボトル
第２・第４
土 曜 日

9/8･22
10/13

紙類、衣類
収集品目 ダンボール・紙パック
新聞・雑誌・雑紙・衣類・布類
第２・第４
水 曜 日

9/12･26
10/10
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危害防止のため、条例を設けて屋外
広告物の規制を行っており、町は県
からの委任を受け、許可等を行って

活動日 月～金曜日（祝祭日・年末

おります。許可申請には手数料が必
要です。今一度の確認とご理解ご協

活動時間 9:00 ～ 16:00

力をお願いします。

活動内容 部品の組み立て、箱詰め

◇既に設置しているみなさんへ

対象

・条例の基準に適合していますか

東庄町在住の15歳以上で療

育手帳または身体障害者手帳を持
ち、作業能力と意欲がある方
※利用申請前に２週間程の体験利用

・町の許可を受けていますか
（一部許可が不要なものもありま
す）

を行います。また、送迎はありま

・メンテナンスを行っていますか

せん、各自通所していただきます。

◇これから設置するみなさんへ

地域活動支援センターおみがわ

・設置する前に町の許可が必要です

☎83-8005

・依頼する業者は県の広告業登録が

健康福祉課福祉係☎80-3300

催し・お知らせ

不燃物
鹿野戸・新宿

県は、良好な景観形成や住民への

募集人数 ４人
年始は休業）

10月１日㈪

屋外広告物設置には許可が必要

町の婚活イベント開催

必要です
※詳細はお問い合わせください
まちづくり課建設係☎86-6074

おはなしボランティアたんぽぽの会
第５回おはなし会

日時 ９月30日㈰ 9:00～

日時

９月８日㈯ 14:30 ～

集合場所 町公民館ロビー

場所

町公民館 視聴覚室

参加費 2,000円

内容

①ねずみくんのチョッキ

内容 パスタ料理、ケーキ作り、ボ
ウリング。昼食は皆さんで作った
パスタ料理とケーキを食べます。
募集人数 20人
対象
男性・20～45歳町内在住の方
女性・20～45歳の方

②わたしの③きつねとつきみそう
教育課生涯学習係☎86-1221

平成25年４月１日 民間企業の
障害者法定雇用率が2.0%に
すべての事業主は、法定雇用率以
上の割合で障害者を雇用する義務が

募集期限 ９月19日㈬

あり、この法定雇用率が平成25年

申し込み・問い合わせ

４月１日から、民間企業においては

まちづくり課内☎86-6076

現行の1.8％から2.0％になります。

司法書士による無料法律相談
不動産や商業の登記、相続、借金

◇従業員数が50人以上56人未満の
事業主の方はご注意を
今回の法定雇用率の変更に伴い、

問題、契約トラブル、裁判手続、成

障害者を雇用しなければならない事

年後見制度など、ご相談ください。

業主の範囲が、従業員数56人以上

日時 ９月29日㈯ 9:00 ～ 14:00

から50人以上に変わります。また、

会場 町公民館 第１会議室

これに該当する事業主の方には次の

主催 千葉青年司法書士協議会

義務も発生します。

申し込み・問い合わせ

・毎年６月１日時点の障害者雇用状

※なるべくご予約ください。

況をハローワークへ報告

司法書士ひだ事務所

・障害者雇用推進者の選任に努める

☎0475-54-0750

ハローワーク佐原☎55-1132

