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■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●10月13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

■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●10月 9日（土）午後1時～5時　ところ●旭市民会館　予約受付●10月7日（木）までに司
法書士桜井事務所☎0479-22-0186へ電話　問合せ●中澤裕子司法書士事務所☎80-5015

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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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。
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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●10月7日（木）
生後3カ月～90カ月未満の乳幼児
■健診
乳児健診●10月13日（水）
平成21年11月～12月生まれの
乳児と未実施者
2歳児歯科健診●10月26日(火)
平成20年5月～7月生まれの
幼児と未実施者
3歳児健診●10月15日(金)
平成19年5月～6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

優勝目指して一致団結‼
第52回町民大運動会 

　｢千葉国体とともに盛り上がろう!! 
多古国体 !!｣をテーマに開催します。
とき● 10月 9日（土）午前 9時競技
開始 【予備日10日（日）】

ところ●多古第一小学校運動場
申込み問合せ●コミュニティプラザ内 
教育課社会体育係☎76-7811

ジュニアゴルファー育成のため
第1回多古町チャリティーゴルフ大会 
とき●11月 11日（木）
ところ●ゴルフ倶楽部成田ハイツリー
参加資格●町在住・在勤の方、または 
その紹介者 【高校生は不可】

参加費●3,000円 【申込時に納入】
申込期限●10月 20日（水）
※プレー代は別途。先着 200人で、
電話での申し込みはできません。

申込み問合せ●コミュニティプラザ内 
教育課社会体育係☎76-7811

催しもの
予約なしでも受診できます

子宮がん検診を実施 
とき●【10月 18日（月）･ 22 日（金）】
午後 0時 45分～ 2時 15分

　【19日（火）】午前9時～10時30分、 
午後 0時 45分～ 2時 15分

　【23日（土）】午前9時～10時 30分
ところ●保健福祉センター
対象● 20 歳以上の女性
自己負担● 400 円
問合せ●保健福祉課健康福祉係
　☎ 76-3185

給与支払者（源泉徴収義務者）が対象
年末調整等説明会 

　佐原税務署では、給与の支払者（源
泉徴収義務者）の方々を対象に、年末 
調整の説明会を開催します。
とき● 11月 10日（水）
　【用紙配布】 午後１時 30分～ 2時
　【説明会】 午後 2時～ 4時
ところ●香取市佐原文化会館
　※都合がつかない方は 11 月 5日
（金）午後 2時～ 4時（香取市山田
公民館）に出席されても差し支え
ありません。

問合せ●佐原税務署
　☎ 0478-54-1331（内線 153）

今月の納税等
■町県民税 ■国民健康保険税 ■水道料
■介護保険料　■後期高齢者医療保険料
※口座振替日は11月1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、
11日（月）は祝日ですが、通常
どおり収集します。
収集日以外はごみステーション
にごみを置かないようご協力を
お願いします。
■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●月曜日～金曜日(祝日を
　　除く)と毎月第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

テーマは「2年分の思いを込めて」
多古高等学校『鶴陵祭』 

とき● 10 月 23 日（土）
　午前 9時 30 分～午後 2時
ところ●多古高等学校
※上履きをご持参ください。車で来
場する方は、コミュニティプラザ
駐車場をご利用ください。

問合せ●多古高等学校
　☎ 76-2557

紅葉の季節です
秋のハイキング教室 

とき● 10 月 23 日（土）･ 31 日（日）
　午前 7時コミュニティプラザ出発
ところ●富

とみ

山
さん

（千葉県南房総市）
参加資格●町在住･在勤の成人または 
町在住の小学生親子

定員● 25 人 【応募多数の場合は抽選】
参加費● 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
　および靴
申込み問合せ●10月1日（金）～8日 
（金）までにコミュニティプラザ内 
教育課社会教育係☎ 76-7811

いい汗かこう！
ソフトテニス教室 

とき●10月22日（金）から毎週金曜日 
午後 7時～ 9時【全10 回】

ところ●町民体育館
定員●【小学 4～ 6年生】 20 人
　【町在住･在勤で16歳以上の初心 
者】10 人

その他●運動のできる服装
　（小学生は名札付きの体操服）
　※ラケットはお貸しします。
申込み問合せ●10月15日（金）まで 
にコミュニティプラザ内教育課

　社会体育係☎ 76-7811

メンバーを募集します
わんぱくキッズ 

とき●毎週月曜日
　午前 10時 30分～正午
ところ●保健福祉センター和室
対象● 1歳～就園前の幼児と母親
会費●月 300円
問合せ●白鳥;090-8740-1069

とき●11 月 27 日（土）
　　　【開場】午後 1時 30 分【開演】午後 2時
チケット料金●【一般】2,500 円
　　　　　　　　【中学生以下】1,500 円
チケット販売所● 【多古町】平山書舗 ･木内書店
  JA 直売所「四季の里」
 多古町コミュニティプラザ
　　　　　　　　【香取市】行木堂 ･仁木書店駅前店
　　　　　　　　【匝瑳市】TADAYA2 （多田屋八日市場国道店）
　　　　　　　　【成田市】ボンベルタ
問合せ●コミュニティプラザ内教育課文化係☎ 76-7811

　となりのトトロの「さんぽ」や「となりのトトロ」
でおなじみの歌手･井上あずみさんが多古町に
やってきます。ぜひご来場ください!!

　多古町で行われる「近隣中学校駅伝大会」の運営を手伝っていただける 
方を募集します。ボランティアとして参加できる方はご連絡ください。
　皆さんの参加をお待ちしています。
とき●平成23年1月30日（日）　ところ●道の駅多古「あじさい館」周辺
申込期限●10月29日（金）
問合せ●コミュニティプラザ内教育課社会体育係☎76-7811

チケット
好評発売中！

井上あずみファミリーコンサート井上あずみファミリーコンサート

多古町近隣中学校駅伝大会ボランティア募集！第51回

愛の献血にご協力を♥
とき● 10 月 12 日（火）
　　　午前 10 時～ 11 時 45 分
　　　午後 1 時～ 4 時
ところ●役場附属棟
問合せ●保健福祉課
　健康福祉係☎ 76-3185

お知らせ

募集

■
文
化
祭
作
品
募
集
■

部門 内　　容 作品搬入 【時間厳守】

写真
 4切（ワイド 4も可）単写真
１人 2点以内 ･額装

11月 2日（火）午前9時～正午

絵画
油彩･水彩･墨･幼児絵画など自由
１人 2点以内（サイズは15号まで）

11月 2日（火）午前9時～午後5時

手芸 １人 3点以内 11月 4日（木）午前9時～正午
書道 １人１点 ･半切以下 11月 2日（火）午前9時～正午
華道 １人１点 11月 4日（木）午前9時～午後5時
陶芸 １人１点 11月 2日（火）午前9時～正午
俳句 １人五句以内 コミュニティプラザ内教育課
短歌 １人一首 コミュニティプラザ内教育課

申込期限● 10月 26日（火） ※俳句と短歌は 11月 4日（木）
展示準備● 11月 4 日（木） 午前 9時
作品搬出● 11月 7 日（日） 午後 3時
問合せ●コミュニティプラザ内教育課文化係☎ 76-7811

11 月 5 日（金）～ 7日（日）　文化祭
11月 10日（水）　小中学校児童生徒音楽会
11月 23日（火）  『勤労感謝の日』　産業まつり・健康医療まつり
　会場●多古町コミュニティセンター
　問合せ●いきいきフェスタTAKO2010 実行委員会☎ 76-5404

各部門
共　通

いきいきフェスタTAKO2010
菊花展はプラザ駐車場で
11月 1日（月）～ 7日（日）

くらしの
情報

TAKO
ま
ち
の

う
ご
き

全席指定で、3 歳以上は
有料。3 歳未満は、大人
1 人につき 1 人のみ膝上
での鑑賞は無料。ただし、
席が必要な場合は有料。

13 2010.10




