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■千葉司法書士会八日市場支部無料相談■　登記・法律・債務整理に関する相談に応じます。
とき●5月8日（土） 午後1時～5時　ところ●旭市民会館　予約受付●5月6日（木）までに司法
書士飯嶋事務所☎25-0567へ電話　問合せ●中澤裕子司法書士事務所☎80-5015

■千葉県行政書士会東総支部無料相談会■　相続・贈与に関する書類や賃貸契約書、離婚協
議書などでお困りの方は、ご相談ください。とき●5月12日（水）午後1時 30分～ 4時
ところ●コミュニティプラザ1階会議室　問合せ●千葉県行政書士会東総支部☎72-1639

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問い合せください。
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なくなった方

髙橋　憲一
菅澤　かね
平山不二男
椎名　コウ
椎名　良夫
平山　セツ
平山やい子
郡司　正昭
原　　　薫
並木　とよ
伊藤　育子
勝又榮太郎
平山　フク
石井　　榮
宮﨑輝智子
印藤　四郎
熊坂　芳郎
加藤　菊枝
加藤　邦子
安藤　健治
冨澤　テル
片岡　三郎
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島
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井戸山
本三倉
仲　町

（ 3月受付分・敬称略）
この欄に掲載を望まない場合は
届け出時に受付窓口へ
お申し付けください。

住民課・税務課休日開庁日

5月30日（日）
【午前9時～午後5時】
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子どもの健診と予防接種
会　場：保健福祉センター
受付時間：午後1時10分～1時45分
■予防接種
ポリオ●5月6日（木）

　生後3カ月～90カ月未満の乳幼児
■健診
乳児健診●5月7日（金）
平成21年12月～平成22年1月
生まれの乳児と未実施者
1歳6カ月児健診●5月21日（金）
平成20年9月～11月生まれの
幼児と未実施者

■保健福祉課健康福祉係☎76-3185問

催しもの

今月の納税等
■固定資産税
※口座振替日は31日（月）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。

ごみの出し方
　回収日当日、朝8時までに決め
られたごみステーションへ出して
ください。
■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。なお、
3日（月）・4日（火）は収集があり
ませんので、ご注意ください。
■資源ごみ・不燃ごみ
必ず指定のシールや袋を使用
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
■粗大ごみ
電化製品や家具などの粗大ごみ
は、直接環境衛生組合に搬入し
てください。
　受付●平日および第２日曜日
　午前8時～11時30分
　午後1時～ 4時30分
　料金●100㎏ごとに400円
※エアコン、テレビ（ブラウン管・液晶・
プラズマ）、冷蔵庫（冷凍庫）、洗濯機、
衣類乾燥機は、リサイクル券（郵便局で
事前に購入）と別途料金が掛かります。

■匝瑳市ほか二町環境衛生組合
　　　　　　　　　　☎72-3036
　生活環境課環境係☎76-5406

問

眺めの素晴らしい大山へ！
春のハイキング教室 

とき● 5月 23 日（日）
　午前 6時コミュニティプラザ出発
ところ●大山（神奈川県伊勢原市）
　【標高差】 約 550m
　【歩行時間】 登り120分・下り90分
対象●町在住・在勤の成人、または
町在住の小学生親子で、ある程度
体力に自信のある方

定員● 25 人
　（応募者多数の場合は抽選）
参加費● 1人 3,000 円 【当日集金】
持参品●昼食・雨具・着替え・タオル 
・保険証など
その他●ハイキングに適した服装
申込み問合せ●5月1日（土）～12日
（水）までにコミュニティプラザ内 
教育課社会教育係☎ 76-7811

赤ちゃんを迎えるために
マタニティ講座を開催 

とき● 5月 13 日（木）・25 日（火）
　いずれも午後 1時 15 分から受付
対象●妊娠中期の妊婦
申込み問合せ●事前に電話にて
　保健福祉課健康福祉係☎ 76-3185

サーブ・スマッシュ・ボレー
町民ソフトテニス大会 

とき● 5月 15 日（土）・22 日（土）
　【開会式】午前 8時 30 分
　※予備日5月16日（日）・23日（日）
ところ●多古高校テニスコートほか
種目●【15 日】一般男子・一般女子・
一般混合・中学 1年生・小学生

　【22 日】中学高校男子・中学高校
女子（すべてダブルス）

参加資格●町在住・在勤・在学の方
　（先着 16 組）
参加費●小・中・高は 1組 1,000 円
　一般は 1組 2,000 円 【当日集金】
申込み問合せ● 5月 11 日（火）まで
にコミュニティプラザ内教育課
社会体育係☎ 76-7811

■トキメキの書展 【入場無料】
　筆跡診断のほか、好きな言葉やお
名前を偕・行・草の三体作成します。
とき● 5月 2日（日）～ 4日（火）
　午前 10 時～午後 5時
作成料● 500 円
主催●工房雲（横芝光町）
問合せ●金村☎ 79-3705
■春の山野草展 【入場無料】
とき● 5月 7日（金）～ 9日（日）
　午前 10 時～午後 5時
主催●多古町えびね愛好会
問合せ●秋葉☎ 76-2352
■つるし雛・お手玉作り教室
とき● 5月 16 日（日）　午前 10 時
参加費● 500 円（材料費）
主催・予約問合せ●やなぎや小間物店
☎ 76-7066

ギャラリーなかまち

基本をしっかり学ぼう
ゴルフ教室参加者を募集 

とき● 6 月 1 日～ 8 月 3 日までの 
毎週火曜日 【全 10 回】

　午後 6時 30 分～ 8時
ところ●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 30 人

費用● 3,000 円
持参品●筆記用具・クラブ　
申込み問合せ●5月6日（木）～20日 
（木）までにコミュニティプラザ
内教育課社会体育係☎ 76-7811

歯に自信のある親子を募集
H22年度親と子のよい歯コンクール 

対象者●平成 21 年度に 3歳児健診
を受診した幼児（平成 17 年 11 月
～平成 18 年 10 月生まれ）とその
親で、虫歯がなく親子で歯に自信
のある方

申込期限● 5月 17 日（月）
申込み問合せ●保健福祉課健康福祉係
☎ 76-3185

えほんとおはなしの会
よみきかせ会『ぐるんぱ』 

　絵本のよみきかせや紙芝居、手遊
びなどで一緒に楽しみましょう。
とき●毎週土曜日 【申込不要】
　午前 10 時 30 分～ 11 時
ところ●公民館おはなしのへや
問合せ●公民館図書室☎ 79-3406

　6月 13日（日）に開催される『第 26回ふるさと多古町あじさい祭り』の参加者
を募集します。参加申し込みやイベントの詳細については、実行委員会事務局
までお問い合わせください。

困ったことや悩み事を相談
特設住民相談 

　弁護士および人権擁護委員が対応
します。弁護士への相談は、事前に
予約が必要です。
とき● 6月 1日（火）
　午前 9時 30 分～午後 2時
ところ●役場 1階第 2会議室
相談料●無料
予約開始日時● 5月 10 日（月）
　午前 9時～
申込み問合せ●住民課住民係
　☎ 76-5401

地域包括支援センターから
出前説明会・相談会のお知らせ 

　皆さんに「健康」「福祉」「介護」「介
護予防」などを知っていただくため、
出前説明会・相談会を行っています。
お気軽にご相談ください。
申込み問合せ●多古町地域包括支援
センター☎ 70-6111

農作物への被害防止のため
有害鳥獣捕獲を実施します 

とき● 5月8日（土）・9日（日）・15日 
（土）・16 日（日）
　午前 6時～午後 5時
捕獲方法●銃器・箱わな・くくりわな
問合せ●産業経済課農業振興係
　☎ 76-5404

　①物販、PR、チャリティーなどの出店者（一部有料）
　②バンド、ダンスなど日ごろの成果を発表したい方（無料）
　③イベント運営に協力してくれるボランティアの方
　④PRを兼ねてイベントに参加したい団体や法人など
申込期限●5月 14日（金） 【申込多数の場合は抽選】
申込み問合せ●ふるさと多古町あじさい祭り実行委員会事務局（役場産業経済課内）
　☎0479-76-5404　6 0479-76-7144　* keizaishinko@town.tako.chiba.jp

期　日　6月 13日（日）【雨天の場合は20日（日）に順延】
会　場　あじさい公園 （道の駅多古あじさい館隣接）

コミュニティカレッジ『ガーデニング講座』
バラを育てよう ～オープンガーデンを目指して～

時間●午前9時 30分～ 11時 30分
ところ●コミュニティプラザ2階　第 4研修室
対象●町在住 ･在勤で、全4回参加できる方
定員●20人（最少人数5人で、申し込み順。定員になり次第締め切り）
申込方法●5月 12日（水）からコミュニティプラザにある申込書を提出
参加費●初回2,500円（教材用バラ苗）と最終回2,000円程度 【当日集金】
持参品●剪定ばさみ、皮手袋、筆記用具
問合せ●コミュニティプラザ内教育課社会教育係☎76-7811

募集内容

募集 お知らせ

みんなでつくる『ふるさと多古町あじさい祭り』！みんなでつくる『ふるさと多古町あじさい祭り』！
実　施　日 講　義　の　内　容

第1回 6月 6 日（日）春の花後の手入れ（6月～ 8月にかけての肥料や病害虫対策）

第2回 8月29日（日）秋のバラを楽しむ方法（剪
せん

定
て い

など）／つるバラの手入れ

第3回 11月28日（日）大苗の植え方 ･選び方／冬を迎える準備

第4回 2月 6 日（日）春によく咲かせる剪定方法／春の病害虫を防ぐ方法
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