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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

2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
■健診
乳児健診●2月8日（水）
平成23年3月～4月生まれの
乳児と未実施者
1歳6カ月児健診●2月17日（金）
平成22年6月～ 8月生まれの
幼児と未実施者
3歳児健診●2月24日（金）
平成20年9月～10月生まれの
幼児と未実施者
■予防接種
ポリオ●2月7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

小学生も親子で参加できます
健康ウォーキング教室 

　歩行時間は見学・休憩を除き3時
間程度です。皆さんの参加をお待ち
しています。
とき●2月26日（日）午前7時15分 
コミュニティプラザ出発

ところ●勝浦ひなまつりウォーク
参加費●1人 2,000円（当日集金）
　【交通費・駐車料金ほか】
対象●町在住・在勤の成人、または
町在住の小学生親子

定員●25人【応募多数の場合は教育 
課で抽選】

申込み問合せ●2月3日（金）～12日 
（日）までにコミュニティプラザ内
教育課社会教育係☎76-7811

2月はつるし雛&サンダル製作教室
ギャラリーなかまち 

■つるし雛製作教室
とき●2月6日、13日、20日、27日 
の各月曜日午後 7時～ 9時

参加費●一回につき材料費1,000円
予約問合せ●やなぎや小間物店
　☎ 76-7066
■牛革製リゾートサンダル製作教室 
　世界に一つのサンダルを作って
みませんか。
とき●2月7日、14日、21日、28日 
の各火曜日午後 7時～ 9時

参加費●1足につき材料費3,000円
予約問合せ●金村
　;090-2640-2265

コートに快音を響かせよう！
第15回町民ソフトテニス大会 

とき●【小学・一般の部】3月10日（土）
※予備日3月11日（日）

　【中学・高校の部】3月17日（土）
　※予備日3月18日（日）
ところ●多古高校テニスコートほか
種目●中学高校男子・中学高校女子・
一般男子・一般女子・一般混合・
小学生【すべてダブルス】

参加資格●町に在住・在勤・在学の方 
【先着各16組】
参加費●小・中・高 1組 1,000 円、
一般 1組 2,000 円【当日集金】

申込み問合せ●2月1日（水）～18日 
（土）までにコミュニティプラザ内
教育課社会体育係☎76-7811

飛行機工作教室
航空科学博物館 

　よく飛ぶ飛行機を作って飛ばして
みませんか。インストラクターが飛
行機の上手な作り方や飛ばし方を説
明します。
とき● 2月 11日（土・祝）午後 1時
ところ●航空科学博物館
費用●入館料のみ（先着 40人）
問合せ●航空科学博物館☎78-0557

催しもの
今月の納税等
■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29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。
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

一般の方も大歓迎‼
スポ少剣道クラブメンバー募集！ 

　初心者の方も一般の方も大歓迎で
す。一緒に楽しく剣道をしませんか。
　まずはお気軽に見学にお越しくだ
さい。
とき●毎週木・日曜日
　（初回は 5月初旬の予定）
　【小学生】午前 10 時～正午
　【一般（中学生以上）】午前 11 時～
正午※木曜日は共に午後7時～9時

ところ●町民体育館ほか
参加費●入会時のみ 1,300 円
　【保険料・登録料】
対象●小学 2 年生～ 6 年生までの
男女 20 人および一般の方

講師●秋元徹
担当●平山☎ 76-7839
申込み問合せ● 4月 26 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

やる気のある人材を求めています
予備自衛官補募集 

区分●予備自衛官補（一般公募または 
技能公募）

受付期限● 4月 4日（水）【必着】
資格● 18 歳以上 34 歳未満または
技能に応じて 55 歳未満

　（平成 24 年 7月 1日現在）
1次試験日●4月13日（金）～16日（月） 
のうち 1日

問合せ●自衛隊千葉地方協力本部
　成田地域事務所☎ 0476-22-6275

4月入学生2次募集
千葉県生涯大学校東総学園 

　平 24年 4月入学生の 2次募集を
行います。新しい知識を身に付け、
広く仲間づくりを図るとともに、学
習の成果を地域活動に役立ててはみ
ませんか。
　詳細についてはお問い合わせくだ
さい。
対象●県内に居住する60歳以上
　（昭和27 年 4月 1日生以前） の方
募集学科●福祉科・生活科・園芸科 
【週1回登校・2年制】
授業料●年額18,000円
願書受付●2月10日（金）～29日（水）
願書配布・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）
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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● 2月 12日（日） 午後 1時～ 5時　ところ●旭市民会館　予約受付● 2月 8日（水）までに 
司法書士栗田事務所☎ 72-1336 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● 2月 12日（日）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

　フラダンスやピアダンス、社交ダンスを中心にヒップホップ、バレエ、
タップダンス、ベリーダンス、よさこいソーラン、日本舞踊と9種類のダ
ンスを1度にご覧になれます。皆さんお誘い合わせの上ご来場ください。
と　き●2月26日（日）午前10時～午後3時30分
　　　　【出演者は、午前と午後のそれぞれに出演します】
ところ●コミュニティプラザ文化ホール
主　催●多古町文化協会ダンス部
後　援●多古町教育委員会
問合せ●勝又☎76-4560

『多古町ダンスフェスティバル2012』
ダンスの美しさや楽しさを味わってみませんか。

入場は
無料です

　当日は、パンやおにぎり、
飲み物等を文化ホールロ
ビーにて販売いたします。

募集

女性のための教養講座『女性大学』参加者募集　　　　

始めてみませんか！太極拳「風」生徒募集

　生活に役立つ講座や調理実習、個人では経験
できない施設や国会見学など多くを学習します。
とき● 4月～来年 3月（毎月 1回程度、午後を
　　　中心に開催します）
ところ●コミュニティプラザ研修室ほか
対象●町在住 ･在勤の 30 歳～ 64 歳までの女性 35 人【先着順】
受講料●無料【教材費 ･見学費 ･食事などは自己負担】
申込み問合せ● 2月１日（水）からコミュニティプラザ内
　　　　　　　教育課社会教育係☎ 76-7811（電話申し込み可）

　週に一度、体を動かしたいと思っている方、太極
拳に興味のある方、初心者の方も大歓迎です。まずは、
お気軽に見学にお越しください。
とき●毎週金曜日　午後 7時 30 分～ 9時
ところ●コミュニティプラザ第 3研修室
服装●動きやすい服装
会費●月 2,000 円
申込み問合せ●鈴木;090-6193-4978
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