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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。

住民課・税務課休日開庁日

11月27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
■健診
乳児健診●11月4日（金）
平成23年6月～7月生まれの
乳児と未実施者
1歳6カ月児健診●11月11日（金）
平成22年3月～ 5月生まれの
幼児と未実施者
■予防接種
ポリオ●11月15日（火）
生後3カ月～90カ月未満の乳幼児

■保健福祉課健康福祉係☎76-3185問

会議には必ず出席を！
バレーボール大会（6人制）主将会議 
とき●11月10日（木）午後7時30分
ところ●コミュニティプラザ
　1階会議室
大会日●12月 4日（日）
大会会場●多古高校体育館
※ 大会参加費3,000円は、主将会議
当日にお持ちください。
問合せ●コミュニティプラザ内
　教育課社会体育係☎76-7811

どちらも入場無料です
ギャラリーなかまち 

■菊花展【入場無料】
とき●11月 8日（火）～15日（火）
　午前10時～午後5時
主催●多古町愛花会
問合せ●金村☎79-3705
■古今の植木鉢展【入場無料】
とき●11月 23日（水）～27日（日）
　午前10時～午後4時30分
問合せ●秋葉☎76-2352
■まつぼっくりのクリスマスリース
作り体験会【体験無料】

とき●12月 4日（日）
　午前10時～午後3時
※予約が必要です。リースに付ける
飾り物は、持参するか購入してい
ただきます。

予約問合せ●金村☎79-3705

催しもの
今月の納税等
■固定資産税 ■国民健康保健税
■介護保険料 ■後期高齢者医療保険料
※口座振替日は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。

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（木）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●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

若い力を求めています
自衛官募集 

区分●陸上自衛隊高等工科学校生徒
受付期間● 11月1日（火）～平成24年
1月 6日（金）【締切日必着】

応募資格●平成7年 4月 2日～平成
9年 4月 1日までに生まれた男子
で、中学校卒業者または中等教
育学校の前期課程修了者（平成 24
年 3月に卒業見込みの者を含む）

1次試験日●平成24年1月14日（土）
問合せ●自衛隊千葉地方協力本部
　成田地域事務所☎ 0476-22-6275

平成24年4月入学生を募集
千葉県生涯大学校東総学園 

　千葉県生涯大学校東総学園では、
平成24年 4月入学生を募集します。 
　新しい知識を身に付け、学習の成果 
を地域活動に役立ててみませんか。
対象●県内在住で昭和27年4月1日 
以前に生まれた方

学科・定員●【一般課程】福祉科70人・
生活科30人・園芸科70人・陶芸
科25人（週1回登校、2年制）

　【専攻課程】陶芸専攻科 25人（一般
課程の卒業生のみ、隔週1回登校、
2年制）

授業料●【一般課程】年額18,000円
　【専攻課程】年額8,000円
願書受付●11 月 10 日（木）～ 12 月
　28日（水）
願書提出・問合せ●千葉県生涯大学校 
東総学園☎0479-25-2035

　（〒288-0813銚子市台町2203）

旭中央病院附属看護専門学校
平成24年度入学看護学生を募集 
募集人員●奨学生約 35 人の予定
　（1次募集と 2次募集の合計）
受験資格●高等学校を卒業している
方、またはそれと同等以上の資格
を有する方（平成 24 年 3 月高等
学校卒業見込みの方を含む）

願書受付●【1次募集】平成24年1月 
5 日（木）～ 13 日（金）必着

　【2 次募集】平成 24 年 1 月 31 日
（火）～ 2月 24 日（金）必着
試験日●【1 次募集】平成 24 年 1 月
　20 日（金）・21 日（土） 【2次募集】
平成 24年 3月 2日（金）・3日（土）

試験科目●国語（国語総合・現代文）
数学Ⅰ、英語Ⅰ、面接

問合せ●旭中央病院
　附属看護専門学校
　☎ 63-8111

ご相談ください
特設住民相談 

　弁護士・人権擁護委員・行政相談
委員による無料相談です。
とき● 12 月 6日（火）
　午前 9時 30 分～午後 2時
ところ●役場 1階第 2会議室
※弁護士への相談は予約制です。
　予約の受付は、11 月 11 日（金）の
午前 9時からです。

申込み問合せ●住民課住民係
　☎ 76-5401
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利用状況
延べ 2,576人
（1日平均　85.9人）
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（9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。
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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●11月12日（土） 午後1時～5時　ところ●旭市民会館　予約受付●11月10日（木）までに 
司法書士桜井事務所☎ 0479-22-0186　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●11月 13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

　「千の風になって」でおなじみのテノール歌手・
秋川雅史さんが多古町にやってきます。
　皆さん、お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。
とき●平成 24 年 1月 29 日（日）【開場】午後 2時 30 分　【開演】午後 3時
ところ●コミュニティプラザ文化ホール
チケット料金●全席 5,500 円 【全席指定】　※未就学児は入場できません
チケット発売日● 11 月 19 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」
　　　　　　　　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　

とき● 12 月 10 日 ( 土 )【受付】午前 8時 30 分【試合開始】午前 9時
ところ●多古中学校体育館
種別および参加人数●【小学生の部】選手 8人、交代要員 2人
　【一般の部】一般男子の部 選手 6 人、交替要員 2人╱一般女子の
　部 選手 6人、交替要員 2人╱一般男女混合の部 選手 6人、交替
　要員 2人（6人中女性が 2人以上入らなければならない）
参加費●無料　持参物●室内シューズ、タオル、飲み物など
募集期間● 11 月 1日 ( 火 ) ～ 30 日（水）
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

とき● 12 月 4日（日）午後 1時 30 分　ところ●佐原中央公民館
募集人員● 100 人　参加費●無料
託児●有（要予約、無料）　※予約は 11 月 18 日（金）まで
申込み内容●電話またはメールで開催日・氏名・性別・住所・電話番号を
　　　　　　お知らせください。
申込み問合せ●ちば県民共生センター☎ 043-252-8036
　　　　　　　　　　　　　　　　　kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp
　　　　　　　企画財政課企画空港対策係☎ 76-5409

秋川雅史コンサートツアー
希望の翼　～ voice of hope ～
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農業用廃ビニール類の回収

　廃ビニール類を搬入するときは登録が必要です。
　産業経済課で事前に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● 12 月 7日（水）午前 9時～午後 3時
　　　　　12 月 8日（木）午前 9時～正午
ところ● JA多古町ライスセンター 
処理料● 1kg につき 9円（個人負担分）
　※ 廃プラ類（肥料袋・培土袋を含む）は
　　ビニール袋には入れず、1枚ずつ重
　　ねて束ねた状態で出してください。
問合せ●産業経済課農業振興係
　☎ 76-5404

ただいま
登録中

くらしの
情報
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