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思い出に残る式典を―平成26年成人式実行委員を募集します

コスモス祭り

問合せ●コミュニティプラザ内　生涯学習課文化係　☎76-7811（月曜・祝日休館）

各共通チケット販売所●平山書舗・木内書店・JA直売所「四季の里」・
　　　　　　　　　　多古町コミュニティプラザ

文化ホールからの
お知らせ

■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・社会保険労務士・ソーシャルワーカー他が相談
に応じ、問題解決に当たります。　とき● 9月 28 日（土）午後 1時～ 4時　ところ●千葉市中
央コミュニティセンター　問合せ●千葉中央法律事務所 ☎ 043-225-4567

千住真理子

とき●10月6日（日）【開場】午後2時30分　【開演】午後3時
出演●【ヴァイオリン】千住真理子　【ピアノ】山洞　智　
演奏曲目●バッハ／G線上のアリア　パッヘルベル／カノン
　ホルスト／ジュピター　ほか
入場料金●【一般】1,500円　【高校生以下】1,000円 [ 全席指定 ]
●宝くじの助成による特別料金です。
※未就学のお子様の同伴・入場はご遠慮ください。

宝くじコンサート
千住真理子　ヴァイオリンリサイタル

チケット発売中

とき●9月28日（土）【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演● Y’s company　演奏曲目●モーツァルト／フィガロの結婚　ほか
入場料金●【一般】2,500円　【大学生以下・65歳以上】1,500円 [ 全席自由 ]

　親子で楽しめる、笑いあり、歌あり、遊びあり、体操あり、ミュージック
パネルあり、なんでもあり～のとても楽しいコンサートです。
とき●12月8日（日）【開場】午後1時30分　【開演】午後2時
出演者 ●ケロポンズ
　（ケロちゃん :増田裕子、ポンちゃん :平田明子）
入場料金●【一般】1,000円　【高校生以下】500円　[ 全席自由 ]
　　　　　3歳未満は無料。

～喜劇！悲劇！感激！～ オペラに魅せられて

ケロポンズ・クリスマス・コンサート

チケット発売中

チケット発売日  9月14日（土）

ケロポンズ

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

9月29日（日）
【午前9時～午後5時】

子どもの健診
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●9月13日（金）
平成25年4月～5月生まれの乳児
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
■固定資産税　■介護保険料
■後期高齢者医療保険料
※口座振替日は9月30日（月）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
　回収日の当日朝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、
16日（月）、23日（月）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●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）と別途料金がかかります。

■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

赤ちゃんを迎える心の準備
プレママ教室 

　参加希望者は、事前に電話でお申
し込みください。
とき● 9月 9日（月）・19 日（木）
　午後 1時 15 分から
対象●妊娠中期の方
申込み問合せ●保健福祉課健康福祉
係☎ 76-3185

日本舞踊を体験してみませんか？
多古町錦照会 

とき● 10月 3日（木）、17日（木）、
　11月 7日（木）、21日（木）
　午前 10時～ 12時
ところ●役場附属棟 2階　和室
参加費●無料
申込み● 9月 30日（月）まで
問合せ●錦生裕照（田野中）
　;090-9309-5404

お子様の悩み一緒に考えましょう
家庭児童相談室 

とき●月曜日～金曜日（祝日・年末
年始を除く） 午前 9時～午後 4時

ところ●香取健康福祉センター
※来所の場合は事前に予約をお願い
します。
問合せ●香取健康福祉センター
　（香取保健所）☎ 0478-52-9161

県立旭高等技術専門校
平成26年度推薦入校生を募集 

　校内の見学もできますので、お気
軽にお越しください。
募集科目●①NC機械加工科（1年間） 
②自動車整備科（2年間）

募集期間●①②ともに9月17日（火） 
～ 10 月 4日（金）

問合せ●県立旭高等技術専門校
　☎ 62-2508

熱い戦いが待っている
町民野球大会主将会議 

　10 月から開催予定の第 108 回 
町民野球大会の主将会議を開催しま
す。参加を希望するチームの代表者
は必ず出席してください。
とき● 9月 13日（金）午後 7時から
ところ●コミュニティプラザ 2階
　第 2研修室
※ 新規登録チームは当日 10,000 円
を持参してください。
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

入館料のみでご覧いただけます
航空科学博物館 

■航空ジャンク市
　普段手に入らない航空部品、機内
用品、エアライングッズなどが格安
で販売されます。
とき● 9月 7日（土）・8日（日）
　午前 10 時～午後 5時
　（8日は午後 4時まで）
ところ●航空科学博物館 1階
　多目的ホール
問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557
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延べ 3,665人
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（7月受付分・敬称略）
この欄に掲載を望まない場合は
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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●9月14日（土） 午後1時～5時　ところ●旭市民会館　予約受付●9月12日（木）
までに司法書士加瀬事務所☎ 0479-73-2654　問合せ●中澤裕子司法書士事務所☎ 80-5015

　9月中に新成人の皆さんへ募集のはがきをお送りします。
式典●平成26年1月12日（日）
対象●平成5年4月2日から平成6年4月1日生まれの町内
　在住者および平成20年度多古中学校卒業生
※今回、実行委員募集のはがきが届かなかった方や対象外
　で参加を希望する方は、お問い合わせください。
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

　秋の訪れとともに、栗山川周辺に咲き競うコスモス。
　コスモスの開花期間中の摘み取りやイベント当日に簡単なフラワーアレン
ジメントが、無料でお楽しみいただけます。
　恒例のフリーマーケットや秋の味覚を堪能できる催し物のほか、環境戦士
3Rショー、駄菓子取り放題などの楽しいイベントが盛りだくさん。皆さん
お誘い合わせの上、ご来場ください。
イベント開催日●9月29日（日）　午前10時～午後3時　
　雨天の場合は中止します
※ コスモスの摘み取りやフラワーアレンジに参加する方は、
　各自ではさみを持参してください。
ところ●あじさい公園（道の駅多古あじさい館隣接）
問合せ●産業経済課経済振興係☎76-5404

お知らせ

イベントスタッフ募集 !!
“お月見どろぼう”

　ボランティアでお手伝いをして
くれる方を募集します。
募集期間●9月10日（火）～30日（月）
内容●当日の運営と参加者の安全
　管理（10月19日（土）開催予定）
募集人数●50人程度
詳細問合せ申込み●多古町商工会
　☎76-2206
主催●多古町商店街 起志回生の会

（仮称） 多古こども園入園説明会
とき●10月10日（木）午後7時から、14日（月・祝）午前10時から
ところ●コミュニティプラザ3階　多目的ホール
問合せ●子育て支援課こども係☎76-5412

両日とも同じ内容
の説明会です

募集

くらしの
情報
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