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■司法書士による無料電話相談■　日常生活のトラブル・相続・賃貸借等でお困りの方は、
ご相談ください。とき●毎週月曜日、水曜日（祝日・年末年始を除く）午後 2時～ 5時
相談者・問合せ●千葉司法書士会☎ 043-246-2666

チケット販売所●平山書舗・木内書店・JA直売所
　「四季の里」・BASH・多古町コミュニティプラザ
ところ●多古町コミュニティプラザ文化ホール
問合せ●コミュニティプラザ内　生涯学習課文化係☎76-7811

とき●11月10日（土）【開場】午後1時30分　【開演】午後2時
チケット料金● 【一般】3,000円  【高校生以下】1,500円（全席指定）
　宝くじの助成により、特別料金となっています。
　※未就学児の同伴・入場はご遠慮ください。

宝くじ文化公演  キエフ国立交響楽団コンサート

問合せ●コミュニティプラザ内　生涯学習課社会教育係☎ 76-7811

「3・11東日本大震災・原発事故から考える」
～未来へつなぐバトン～

山形大学地域教育文化学部長・那須稔
とし

雄
お

さん

とき●11月 18日（日）　【受付】午後1時 30分 【開会】午後 2時
ところ●コミュニティプラザ 3階多目的ホール　

◦川島出身╱1948 年生まれ　●常磐小学校卒業、常磐中学校卒業、
　茨城大学工学部卒業　◦東北大学大学院工学研究科修士課程修了
◦現在、山形大学地域教育文化学部長　◦山形市（週末は福島市）在住

演題

講師

多古町生涯学習文化講演会 入場無料

〈講師プロフィール〉

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25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9日（金）
平成24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16日（金）
平成23年3月～5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　■介護保険料
■国民健康保険税
■後期高齢者医療保険料
※口座振替日は30日（金）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、
23日(金)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～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

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（木）～平成25年 
1月 7日（月）【締切日必着】

応募資格●平成 8年 4月 2日～平成
10 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 25
年 3月に卒業見込みの者を含む）

1次試験日●平成25年1月19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25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 25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●県内在住の 55歳以上の方
学科・定員●①地域活動学部 70人
　②造形学部園芸コース 70人
　③造形学部陶芸コース 25人 
　①②週 1回登校、③週 2回登校、
① 2年制、②③ 1年制

授業料●①年額 15,000 円　②年額
27,000 円　③年額 54,000 円

願書受付● 11 月 9 日（金）～ 12 月
28日（金）

問合せ●千葉県生涯大学校東総学園
☎25-2035　（〒288-0813銚子市 
台町 2203）

ご協力をお願いします
愛の献血 

とき● 11月 23日（金・祝）
　午前 10時～ 11時 45分
　午後 1時～ 3時
ところ●保健福祉センター
今後の予定●平成25年3月4日（月）
　役場附属棟
問合せ●保健福祉課
　健康福祉係
　☎ 76-3185

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（木）
　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。
予約受付● 11月 12日（月）
　午前 9時から
申込み問合せ●住民課住民係
　☎ 76-5401

千葉の旬を発信
ちばの直売所フェア 

　11 月 30 日（金）まで県内 127 カ所
の直売所が参加する「ちばの直売所
フェア」が開催中。詳しくはお問い
合わせください。
問合せ●県農村環境整備課
　☎ 043-223-2782

秋といえばウォーキング
多古名所めぐり 

　多古町郷土史の会会員による解説
付きで八坂神社・多古藩陣屋跡・妙
光寺など多古地区の名所を歩きます。
とき●11月17日（土）午前8時30分 
～ 12時頃 （当日受付） 荒天中止

ところ●コミュニティプラザ集合
参加費●無料
その他●ウォーキングに適した服装 
・靴・飲み物持参
問合せ●コミュニティプラザ内
　生涯学習課文化係☎ 76-7811

芸術の秋イベント情報
企画展「第12回キッズアート展」 
　園児および小学生を対象に募集し
た飛行機のデザイン ･スケッチ ･工
作などの作品を展示します。
とき●11月1日（木）～12月2日（日）
ところ●航空科学博物館
参加費●入館料のみ
問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557

気軽に立ち寄ってみませんか？
ギャラリーなかまち 

■山野草寄せ植え教室 【15 名程度】
とき● 11 月 11 日（日） 
　午前 10 時～午後 3時
参加費● 2,500 円 （昼食代、材料費）
予約問合せ●港屋食堂☎ 76-2352
■来年のかわいい干支飾り作り教室
　【15 名程度】
とき● 11 月 18 日（日）
　午前 9時～午後 3時
参加費●お問い合わせください
予約問合せ●やなぎや小間物店
　☎ 76-7066
■まつぼっくりのクリスマスリース
　作り体験会 
　【予約が必要です】
とき● 12 月 2日（日）
　午前 9時～午後 4時
参加費●無料
共催●起志回生の会
予約問合せ●金村☎ 79-3705

体験コーナーもあります
古流松藤会いけばな展 

とき● 11 月 24 日（土）午前 9時 30
分～午後 5時・25 日（日）午前 9時 
30 分～午後 3時 30 分

ところ●匝瑳市（八日市場）公民館
　1階　市民ギャラリー
参加費●無料
問合せ●郡☎ 75-0248
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空港シャトルバス
利用状況
延べ 3,004人

（1日平均100.1人）
9月

（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 10日（土） 午後 1時～ 5時　ところ●旭市民会館　予約受付● 11月 8日（木）まで
に司法書士桜井事務所☎ 22-0186　問合せ●中澤裕子司法書士事務所☎ 80-5015

チケット発売中

11月9日（金）～15日（木）　秋季全国火災予防運動が実施されます

　火災予防を心掛け、死傷事故や大切な財産の損失を防ぎ
ましょう。
　運動初日の 9日（金）午前 7時には、管内一斉のサイレン
吹鳴を行います。

■住宅防火 いのちを守る 7つのポイント■
 ①寝たばこは、絶対にやめる
 ②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
 ③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

 ①逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器などを設置する
 ②寝具 ･衣類 ･カーテンからの火災を防ぐため、防炎製品を使用する
 ③火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器を設置する
 ④ お年寄りや身体の不自由な人を守るため、隣近所の協力体制をつくる

問合せ●香取広域市町村圏事務組合消防本部予防課☎ 0478-83-2245

３つの
習慣

４つの
対策

『消すまでは　出ない行かない　離れない』

募集 お知らせ

SMITH MICHAEL 
FREDRICK
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