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多古校生と一緒に野菜や草花などの実習に参加しませんか

グリーンを狙え！！　町民ゴルフ大会

多古町文化ホールロビーコンサート

多古町歴史民俗資料館　展示をリニューアルしました

　花壇苗の寄せ植え、野菜の植え付け・収穫、ジャム・うどん作りなど
農業生産に関する実習に、生産流通科の3年生と一緒に実習する方を募
集します。
とき●5月8日（水）からスタート【全10回】
　午後1時30分～3時20分（野菜は金曜日）
ところ●多古高校生産流通科実習農場
募集人員●10人（初めての方優先・申込み先着順）
費用●実費のみ負担
申込期間●4月1日（月）～26日（金）
申込み問合せ●多古高校生産流通科☎76-2557

　佐原出身の片野聡さんは、ドイツでソロコンサートを行うなど海外演
奏活動も多い日本を代表する篠笛奏者です！ 日本の伝統曲だけでなく、
バラエティ豊かなオリジナル曲、ポップスのカバーなど幅広いレパート
リの中から演奏します。ぜひお楽しみに！
とき●4月14日（日）【開場】午後1時30分　【開演】午後2時
ところ●コミュニティプラザ文化ホール　ロビー（ホワイエ）
問合せ●コミュニティプラザ内生涯学習課文化係☎76－7811

　最新の発掘調査で出土した土器など大幅に展示物を新しくしました。
ぜひ、多古町の歴史に思いをはせてみませんか。展示を見学する際は下
記までお申し込みください。

申込み問合せ●コミュニティプラザ内生涯学習課文化係☎76－7811
ところ●多古町歴史民俗資料館（旧多古町学校給食センター跡）

片野　聡「篠笛コンサート」

【
主
な
展
示
】

入場
無料

出入り
自由

■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● 4月 13日（土）午後 1時～ 5時　ところ●旭市民会館　予約受付● 4月 11日（木）
までに司法書士飯嶋事務所☎ 0479-25-0567　問合せ●中澤裕子司法書士事務所☎ 80-5015

● 柏熊地区の急傾斜地崩壊対策工事で調査した、「オケ塚古墳」から出土
した4世紀前半の埴輪壺や弥生土器
● 多古台遺跡群出土の古墳時代から平安時代の数々の土器類、勾
玉など古墳の副葬品が多数

● 千田の境貝塚から出土した縄文時代の石器や土器、西古内の新
城遺跡で出土した貴重で非常に珍しい人面付きの弥生土器

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

4月28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●4月10日（水）
平成24年5月～6月生まれの乳児
と未実施者
2歳児歯科健診●4月16日（火）
平成22年11月～23年1月生まれ
の幼児と未実施者
3歳児健診●4月12日（金）
平成21年11月～12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
■軽自動車税
※口座振替日は30日（火）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、ゴールデンウィーク中、
29日（月）は祝日ですが、通常
どおり収集します。5月3日（金）
･6日（月）は収集がありません。
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

無料体験参加者募集
多古トライビクス 

　ボール、ロープ、ダンベルなどを
使って体のバランスをとり、ストレッ
チでリンパの流れを良くします。
とき● 5月 9日（木）、23日（木）
　午後 1時～ 2時 30分
ところ●役場附属棟 2階　和室
申込み問合せ● 4月 30 日（火）まで
に電話にて申込み

　田野中;090-9309-5404

受講者の募集
手話奉仕員養成講座基礎課程 

とき● 5 月 17 日（金）～ 26 年 1 月
31 日（金）午後 7時～ 9時

　【全 30 回】
ところ●佐原中央公民館
対象●手話奉仕員養成講座入門課程
修了者で香取郡市内に在住・在勤
の方

募集定員● 25人
受講料●無料【ただし、テキスト代
等がかかります】

申込み問合せ●4月15日（月）までに 
社会福祉法人千葉県聴覚障害者協
会千葉聴覚障害者センター

　☎ 043-308-6373

お気軽にご参加ください
多古中央病院 

■ふれあい看護体験
　ユニフォームを着用して、患者さ
んのお世話をしてみませんか？
とき●5月7日（火）～10日（金）
ところ●多古中央病院
申込み問合せ●4月26日（金）までに
多古中央病院総看護師長　村山

　☎76-2211
■看護の日イベント
　看護の悩みをご相談ください。血
圧や体脂肪も測れます。
とき●5月11日（土）
　午前10時～午後3時
ところ●道の駅多古あじさい館
問合せ●多古中央病院主任　白鳥
　☎76-2211

第4級アマチュア無線技士
養成課程講習会受講生を募集 

とき● 5月 12 日（日）・19日（日）両
日共に午前 9時～午後 4時 40分

ところ●多古町商工会館
受講料● 22,750 円
　　　　中学生以下 7,750 円
定員● 54人（先着順）
申込み問合せ●石田滋康☎ 76-2401

チーム代表者は必ず出席を
町民野球大会主将会議 

とき● 4月 12日（金）午後 7時
ところ●コミュニティプラザ研修室
大会期日● 5月 19日（日）～
※大会参加費 10,000 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
　生涯学習課社会体育係☎ 76-7811

優しい声と抱っこの温もり
0～1歳児『よみきかせの会』 

　「よみきかせ」だけでなく、行事に
合わせた制作やお遊戯なども楽しく
行います。お友達も誘って、一度遊
びにきてください。
とき●毎月第 3木曜日
　4月 18日（木）からスタート
　午前 10時 30分～ 11時 30分
ところ●コミュニティプラザ2階和室
申込み問合せ● 4月 2日（火）から
　コミュニティプラザ図書室
　☎ 79-3406

お気軽にお越しください！
ギャラリーなかまち 

■「多古焼」高橋茂晴陶芸展
とき●4月26日（金）～29日（月・祝）
　午前 10 時～午後 5時【入場無料】
問合せ●港屋食堂☎ 76-2352

　入館料のみで参加できます。
■企画展「成田空港飛来機展」
　24 年度 1 年間に成田空港に飛来
した航空機の中から特別な塗装のも
のや初飛行のものなど興味深いもの
を写真や模型で紹介します。
とき●4月2日（火）～5月26日（日）
■折り紙飛行機教室
　子ども向けの折り紙飛行機を作っ
て飛ばす教室。よく飛ぶコツなども
説明いたします。各回先着 60 人
とき●4月27日（土）～29日（月・祝）、 
5月3日（金・祝）～5日（日）午後1時

■ゴールデンウィーク行事
「和太鼓“風”演奏会」
とき● 5月 3日（金・祝）
　1回目 :正午　2回目 :午後 3時
「マジックショー！」
とき● 5月 4日（土・祝）
　1回目 :正午　2回目 :午後 3時
問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557
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空港シャトルバス
利用状況
延べ 2,875人

（1日平均 102.7人）
2月

（2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● 4月 21 日（日）午後 1時 30 分～ 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

とき●6月6日（木）【雨天決行】
ところ●東京国際空港ゴルフ倶楽部
参加費●3,000円（プレー代は自己負担）
競技方法●新ペリア方式18ホールストロークプレー
部門●一般男子・レディース・シニア（60歳代）・グランドシニア（70歳以上）
申込方法●4月12日（金）～5月14日（火）までに、コミュニティプラザで
配布する申込書に必要事項を記入

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
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募集 お知らせ

くらしの
情報

21 2013.4


