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町 民 マ ラ ソ ン 大 会 家族や友人と
一緒に参加
しませんか。

■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● 1月 12（土） 午後 1時～ 5時　ところ●旭市民会館　予約受付● 1月 10 日（木）
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

とき●平成25年3月16日（土）【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●【1階】3,500円
　　　　　　　 【2階】3,000円
　　　　　　　（全席指定）
　　　　　　　※未就学児の入場はご遠慮ください。
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
問合せ●コミュニティプラザ内　生涯学習課文化係
　☎76-7811

「柳亭市馬　立川志らく　柳家喬太郎　三人会」多古
名人寄席
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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

1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●1月11日（金）
平成24年8月～9月生まれの乳児
と未実施者
2歳児歯科健診●1月15日（火）
平成22年8月～10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
■国民健康保険税
■介護保険料
■後期高齢者医療保険料
※口座振替日は31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。
　※年末年始の業務の詳細は、17
　　ページをご覧ください。
■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、14日（月）は祝日ですが、
通常通り収集します。
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

日本舞踊を体験してみませんか
多古町錦照会 

とき● 1月 24日（木）、2月 7日（木）
　2月 28日（木）、3月 14日（木）
　午後 4時 30分～ 5時 30分
ところ●役場附属棟 2階 和室
対象●小学生以下【参加費無料】
申込み問合せ● 1月 20 日（日）まで
に田野中（錦織宅）☎ 76-2691

親子でも参加できます
「押し花教室」参加者大募集！ 

とき●2月2日（土）、9日（土）、17（日）、 
23日（土）、3月2日（土）、9日（土）
の全 6回　午前 10時～正午

ところ●コミュニティプラザ 2階
　第 4研修室
対象●15人（多古町在住･在勤の方）
参加費● 3,000 円（6回分）
申込み問合せ● 1月 8日（火）～ 18
日（金）までにコミュニティプラザ
内生涯学習課社会教育係（電話予
約可）☎ 76-7811

㈲ティ・ティ・エス
駐車場管理スタッフ募集 

職種●①正社員 2人
　　　②アルバイト 6人
仕事内容●駐車場内巡回、料金所業
務など駐車場管理業務

資格●18歳以上、要普通自動車免許
給与●① 157,100 円＋諸手当
　　　②時給 900円
待遇●交通費支給、制服貸与
勤務時間●①シフト制 24 時間勤務 
②シフト制 午前 8時～午後 10時
の間で 5時間～ 10時間勤務

勤務地●成田空港内第 2駐車場ビル
申込先●㈲ティ・ティ・エス採用係
に履歴書（写真貼付）を 1月 15 日
（火）必着で郵送提出、正社員希望
の方は履歴書に正社員希望と記入
（〒 282-0004 成田市古込字古込
1-1）

問合せ●㈲ティ・ティ・エス
　☎ 0476-34-5225

やる気のある人材を求めています
防衛省自衛官募集 

種別●防衛大学校（一般後期）
受付期限●1月23日（水）～2月1日 
（金）
資格● 18歳以上 21歳未満の高卒者
　（卒業見込み含む）
※資格は 25年 4月 1日現在の年齢
1 次試験日● 3月 2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

どなたでもご覧いただけます
『成人の日』記念式典 

とき● 1月 6 日（日）
　【受付】午前 10時【式典】午前 11時
ところ●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
　生涯学習課社会教育係☎ 76-7811

食事の話と、調理実習
男性のための簡単料理教室 

とき● 1月 27日（日）
　午前 10時～午後 1時 30分
ところ●保健福祉センター
持参物●エプロン・三角巾・米 1合
参加費● 300円程度（テキスト代）
申込み問合せ● 1月 18 日（金）まで
に保健福祉センター内

　保健推進員会事務局
　☎ 76-3185

ギャラリーなかまち
加瀬達郎作陶展 

とき●1月26日（土）～2月3日（日）
　午前 10 時～午後 4時 30 分
問合せ●港屋食堂☎ 76-2352

■航空アート展【入館料のみ】
とき●1月1日（火）～3月24日（日）
ところ●航空科学博物館
　2階展示室
■ 1番機と初日の出をみよう
　1番機と初日の出を5階の展望展
示室からみる毎年恒例の企画です。
とき● 1月 1日（火）午前 5時から
　【入館料のみ】
■飛行機工作教室【入館料のみ】
　新年によくとぶ飛行機を作って
飛ばしてみましょう。上手に飛ば
す「こつ」なども説明します。
とき●1 月 2 日（水）～ 4日（金）　
午後1時～2時30分

ところ●航空科学博物館 1階
　多目的ホール
定員●毎回 40 人【先着順】
問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557
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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
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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● 1月 20 日（日） 午後 1時～ 4時
ところ●匝瑳市市民ふれあいセンター　問合せ●千葉県行政書士会東総支部☎ 72-1639

■携帯電話で110番するときは次の点に注意してください

■110番通報におけるお願い

①事故か事件かをはっきり言う。
②現在地を確認してください。（交差点名、バス停名、大きな建物など）
③ つながりにくいときは、場所をかえて通報するか公衆電話などを
利用してください。
④ 自動車を運転中の場合は、必ず安全な場所に車を止めてから
　通報してください。
⑤ 県境付近では隣接の警察本部につながることがあります。
　この場合は電話に出た警察官の指示に従ってください。

事件や事故に遭ったときは、ためらわずに110番してください。

間違って 110番にかけてしまったら「間違えました」と一言
伝えてください。

問合せ●千葉県警察本部相談サポートコーナー
　☎ 043-227-9110（短縮ダイヤル＃ 9110）　香取警察署☎ 0478-54-0110

■110番は社会の安全を守る緊急電話です
『安全と安心支える110番』『安全と安心支える110番』

航空科学博物館
１月のイベント情報

とき●1月12日（土）【受付】午前8時 ※予備日13日（日）
ところ●コミュニティプラザ
部門●小学3・4年生、5・6年生、中学生、高校生、
一般男子39歳以下、40～49歳、50～59歳、60歳
以上、一般女子、ファミリー（幼稚園児および小学 
1・2年生と保護者）　 

問合せ●コミュニティプラザ内 生涯学習課
　社会体育係☎76-7811

圏央道（大栄～横芝間）設計・用地説明会

　2月中旬に、地元関係者（地権
者等）の方々に道路の設計および
用地測量等についての説明会を開
催する予定です。詳しくは広報た
こ 2月号でお知らせします。
問合せ●国土交通省千葉国道事務
所　☎ 043-285-0317

　都市整備課建設係☎ 76-5407

1月10日は
110番の日

催しもの 募集

くらしの
情報
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