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　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● 6月 12日（日）午後1時 30分～ 4時
ところ●コミュニティプラザ会議室　問合せ●千葉県行政書士会東総支部☎ 72-1639

　登記・法律・債務整理に関する相談に応じます。
とき● 6月 11日（土） 午後 1時～ 5時　ところ●旭市民会館　予約受付● 6月 8日（水）までに
司法書士飯嶋事務所☎ 0479-25-0567　問合せ●中澤裕子司法書士事務所☎ 80-5015

多古名人寄席
「春風亭昇太　林家たい平　二人会」

とき● 9 月 18 日（日）
　　　【開場】 午後 2時
　　　【開演】 午後 2時 30 分

会」

第27回

The information of the living

住民課・税務課休日開庁日

6月26日（日）
【午前9時～午後5時】

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●6月14日（火）
生後3カ月～90カ月未満の乳幼児
■健診
乳児健診●6月8日（水）
平成22年7月～8月生まれの
乳児と未実施者
3歳児健診●6月17日（金）
平成20年1月～2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

 
とき●6月23日（木）・7月15日（金）
　8 月 25日（木）・ 9 月 30日（金）
　10月 20日（木）・11月 8 日（火）
　12月 8 日（木）の全7回
ところ●保健福祉センター
内容●健康づくりの適度な運動
定員●30人
申込み問合せ● 6月 17日（金）まで
に保健福祉課健康福祉係

　☎76-3185

 
　天候などにより、さまざまな表情に
変える花菖蒲をぜひご覧ください。
とき●6月 26日（日）まで
　午前8時～午後6時 30分
ところ●水郷佐原水生植物園
入園料●大人700円、小・中学生
　350円（20人以上で団体割引）
問合せ●水郷佐原水生植物園
　☎0478-56-0411

催しもの

今月の納税等
■町県民税　■水道料
※口座振替日は30日（木）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。
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●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

ギャラリーなかまち

 
とき● 6月 23日（木）午後7時 30分
ところ●コミュニティプラザ会議室
大会日● 7月 3日（日）
参加費● 3,000 円【会議当日集金】
問合せ●コミュニティプラザ内
　教育課社会体育係☎ 76-7811

■さつき展　【入場無料】
とき● 6月 4日（土）～ 6日（月）
　午前 9時～午後 5時
　（最終日は午後 4時まで）
主催●鹿沼さつき会
　臨空皐友会支部
問合せ●秋葉☎ 76-2352

お誕生 のびのび元気に
　　　大きくなぁれ

おくやみ ご冥福を
　お祈りいたします

まちの人口

空港シャトルバス
利用状況
延べ 2,199人

TAKO
ま
ち
の

う
ご
き

幼稚園の臨時教諭を募集します

『コミュニティプラザ図書室』が開設されました

町民船越プール（旧第三小プール）の監視員を募集します

職種●幼稚園教諭（臨時）
募集人員● 1人
雇用期間● 6月～ 12 月（更新有り）
勤務時間●午前 8時～午後 4時 45 分
日給● 7,480 円　休日●土・日・祝日
待遇●通勤手当・社会保険有り
提出書類●履歴書、幼稚園教諭免許の写し
申込期限● 6月 15 日（水）
申込み問合せ●コミュニティプラザ内教育課学校教育係☎ 76-5411

　3 月 11 日の震災以降、公民館図書室が休館していましたが、コミュ
ニティプラザ展示ロビーに移設し、新しく『コミュニティプラザ図書室』
として開設しました。
　利用者の皆様には、長い間ご迷惑をお掛けしましたが、移設された
図書室は、とても明るく見やすい図書室になりましたので、お気軽に
お立ち寄りください。
とき●午前 8時 30 分～午後 5時
　【休館日】 月曜日、祝日、年末年始、
　　　　　 特別整理期間
ところ●コミュニティプラザ展示ロビー
貸出期間● 2週間　貸出冊数●１人 10 冊まで
問合せ●コミュニティプラザ内教育課社会教育係☎ 76-7811
　※6月21日（火）～23日（木）は、特別整理期間のため休館になります。

日程● 7月 21 日（木）～ 8月 20 日（土）
　　　（毎週月曜休み、1日 2人程度の勤務予定）
勤務時間●午後 0時 30 分～ 4時 30 分
資格●高校生以上の健康な方で、普通救命講習受講者
　　　（採用決定後、講習会に参加可能な方）
募集人員● 6人　時給● 750 円
募集期間● 6月 7日（火）～ 21 日（火）
申込方法●コミュニティプラザにて申込書に記入
　※応募者多数の場合は、6月25日（土）午後1時30分から面接により決定
問合せ●コミュニティプラザ内教育課社会体育係☎ 76-7811

お知らせ

ところ●コミュニティプラザ文化ホール
チケット料金●【1階】 3,500 円　【2階】 3,000 円
　　　　　　　※全席指定で未就学児は入場不可
チケット発売日● 7月 9日（土）午前 9時
チケット販売所●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
問合せ●コミュニティプラザ内教育課文化係☎ 76-7811

ふるさと多古町あじさい祭りふるさと多古町あじさい祭りふるさと多古町あじさい祭り

駐車場●役場・中央病院・コミュニティプラザ・多古台臨時駐車場
　　　　（各駐車場から会場への無料シャトルバスを運行）
※ 祭り当日は、町内循環バスも無料運行します。
　また、芝山鉄道「芝山千代田駅」から無料シャトルバスを運行し、
　県内外からのお客様をサポートします。

問合せ●ふるさと多古町あじさい祭り実行委員会
　　　　（多古町役場産業経済課内）☎76-5404

とき● 6月19日（日） 午前 9時

　　　　【雨天時は 6月 26 日（日）に順延】
ところ●あじさい公園（道の駅多古あじさい館隣接）

｢蛇口から
　あふれるぼくらの
　　夢・未来｣ 

6月1日から7日は水道週間です

　水は限りある資源です。大切に使
いましょう。
　水道料金のお支払いは、便利な
口座振替をご利用ください。
問合せ●生活環境課水道管理係
　☎ 76-5406

くらしの
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