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女性のための教養講座『女性大学』参加者募集

　生活に役立つ講座や調理実習、個人では経験で
きない工場や施設、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】※再入学可
受講料●無料【教材費・見学費・食事などは実費自己負担】
申込み問合せ●2月1日（金）からコミュニティプラザ内 生涯学習課社会
　教育係☎76-7811（電話申し込み可）

とき●2月3日（日）【開場】午後1時30分　【開演】午後2時　（出入り自由）
ところ●コミュニティプラザ文化ホール・ロビー（ホワイエ）
出演者●【ピアノ】大石理恵　川口葉
問合せ●コミュニティプラザ内　生涯学習課文化係☎76-7811

「愛♥植えよう」ピアノデュオ・コンサート
文化ホールロビーコンサート 入場は無料です

入場は無料です

■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 9日（土） 午後 1時～ 5時　ところ●旭市民会館　予約受付● 2月 7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
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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24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13日（水）
平成24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15日（金）
平成23年6月～8月生まれの幼児
と未実施者
3歳児健診●2月22日（金）
平成21年9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2月28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。
なお2月11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

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●毎週日曜日・隔週木曜日
　【日曜日】午前 9時 30分～ 11時
　【木曜日】午後 7時～ 8時
ところ●【日曜日】町民体育館
　【木曜日】中村小学校体育館
参加費●入団時に 1,400 円
　【保険料・登録料】
年会費●入団後に 3,000 円
対象●小学生以上の健康な男女
代表●木村清之
担当●平山☎ 76-7839
申込み問合せ●コミュニティプラザ
内生涯学習課社会体育係

　☎ 76-7811

4月入学生2次募集
千葉県生涯大学校東総学園 

　平成 25年度の入学生の 2次募集
対象●県内に居住する 55歳以上
　（昭和 33年 4月 1日生以前）の方、
卒業生も応募可

募集内容●①地域活動学部 :週 1回
2 年制、年額 15,000 円②造形学
部園芸コース :週 1回 1年制、年
額 27,000 円③造形学部陶芸コー
ス : 週 2回 1年制、年額54,000円

願書受付●2月8日（金）～28日（木）
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）

平成25年度学生募集
千葉県立農業大学校【一般入試】 
募集人員●①農学科【約 10 名】②研
究科【若干名】

受験資格●①高卒者または 25 年 3
月卒業見込みの者②農業大学校の
農学科等の卒業者または 25 年 3
月卒業見込みの者

試験期日● 2月 26日（火）
願書受付●2月4日（月）～15日（金）
申込み問合せ●千葉県立農業大学校
　☎ 0475-52-5121
　（〒283-0001東金市家之子1059）

コートに快音を響かせよう！
第14回町民ソフトテニス大会 

とき●【小学・一般の部】2月9日（土）
【中学・高校の部】2月 16日（土）
　※予備日 2月 17日（日）
ところ●多古高校テニスコート
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（金）～ 8日
（金）までにコミュニティプラザ
内生涯学習課社会体育係

　☎ 76-7811

航空科学博物館イベント情報
飛行機工作教室【入館料のみ】 

とき● 2月 9日（土）～ 11日（月・祝）
　午後 1時から
ところ●航空科学博物館
定員●毎回 40人【先着順】
問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557

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 24（日）午前 6時
　コミュニティプラザ出発
ところ●南房総市千倉町
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【応募多数の場合は生
涯学習課で抽選】

申込み問合せ●2月 1日（金）～9日 
（土）までにコミュニティプラザ
内生涯学習課社会教育係

　☎ 76-7811

いつまでも心身ともに健やかに
県立東部図書館主催講座【無料】 
とき● 2月 16 日（土）
　午後 1時 30 分～ 3時
ところ●千葉県立東部図書館
　3階研修室
演題●「病気や治療法を知ることの
大切さ」

講師●服部幸枝氏（総合病院国保旭
中央病院看護師患者図書室担当）

定員● 30 人【先着順】
申し込み● 1月 10 日（木）より電話
または来館にて申込受付を開始

問合せ●千葉県立東部図書館
　☎ 62-7070
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なくなった方

鈴木　健治
小川　辰雄
戸葉　イチ
小島　芳子
大網　葊壽
小林　喜典
越川　智美
平野　フク
木川　貞二
郡司辰之助
秋葉　あき
並木　　子
齋藤　　榮
押田　清一
髙森美佐夫
三枝　幸江
木川　盛男
木川　弘子
萩原　　み
宇井　　隆
宮内　伸幸
菅澤　德治
森田かつ子
木川良太郎
霞　　正中
木村すみ子
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空港シャトルバス
利用状況
延べ 3,214人

（1日平均 103.7人）
12月

（12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 17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

当日は、パンやおにぎり、飲み物などを
文化ホールロビーにて販売いたします。

ダンスの美しさや楽しさを味わってみませんか？
あの感動を再び！ 装いも新たに各種ダンスをご覧いただけます。
　フラダンスやピアダンス、社交ダンスを中心に、ヒップホップやモダ
ンバレエ、よさこい、ジャズダンス、ベリーダンス、よさこいソーラン、
日本舞踊と10種類のダンスを一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24日（日）正午～午後4時
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2013

募集

くらしの
情報
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