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10月11日～17日は違反建築防止週間です

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

文化ホールからお知らせ

■相談料無料の公正証書等作成相談会■　遺言・会社の定款・私文書の認証等の作成に関
する相談に応じます。電話で予約ください。　とき● 10 月 5日（土） 午前 10 時～午後 3時　
ところ・問合せ●銚子公証役場☎ 0479-23-6071　※この日時に限らず平日相談可。要予約。

　英国系シリア人“ワシーム・コトブは、感受性の豊かさと曲への深い理解力 
をもった有望なピアニストである”と評される実力派ピアニストです。
とき●10月17日（木）【開場】午後6時　【開演】午後6時30分
入場料金●【一般】1,500円　【大学生以下】1,000円 [ 全席自由 ]

第54回　多古町近隣中学校駅伝大会ボランティア募集！
　多古町で行われる近隣中学校駅伝大会の運営を手伝っていただける方
を募集します。ボランティアとして参加していただける方はご連絡くだ
さい。皆さんの参加をお待ちしています。
とき●平成26年1月26日（日）
ところ●道の駅多古「あじさい館」周辺
申込期限●12月27日（金）
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

とき●11月9日（土）【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演者●【落語】鈴々舎馬風、月の家鏡太、鈴々舎八ゑ馬
　　　　【曲独楽】三増れ紋
入場料金●【1階席】2,500円　【2階席】2,000円 [ 全席指定 ]

ワシーム・コトブ　ピアノ・リサイタル

多古名人寄席　『鈴々舎馬風ノ会』

チケット発売中

チケット発売中

とき●1月18日（土）【開場】午後2時30分　【開演】午後3時
出演者●澤田勝秋、木津茂理、浅野優子
演奏曲目●越後松坂～津軽囃子  南部俵積唄  津軽三下がり  八丈太鼓囃子  ほか
入場料金●3,500円 [ 全席指定 ]

津軽三味線  澤田流家元　澤田勝秋＆木津茂理
進化する民謡！ 「弾きながら唄う・叩きながら唄う」 チケット発売日

10月19日（土）

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

10月27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●10月9日（水）
平成24年11月～12月生まれの
乳児と未実施者
2歳児歯科健診●10月15日（火）
平成23年5月～7月生まれの幼児
と未実施者
3歳児健診●10月25日（金）
平成22年5月～6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
■町県民税  ■国民健康保険税
■介護保険料　■水道料　
■後期高齢者医療保険料
※口座振替日は10月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、
14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

部員・指導者を募集します
ジュニアバレーボールクラブ 

とき●毎週水曜日 午後 7時～ 9時
ところ●町民体育館
問合せ●高岡☎ 74-8147

紅葉の季節です
秋のハイキング教室 

とき● 10月 26日（土）
　午前 6時コミュニティプラザ出発
ところ●金時山（神奈川県箱根町）
　【歩行時間】登り120分・下り90分
参加資格●町在住・在勤の成人また
　は町在住の小学生親子（ある程度
体力に自信のある方）

定員● 25人
　（応募者多数の場合は抽選）
参加費● 1人 3,000 円【当日集金】
　（交通費、入浴料ほか）
持参品●昼食・雨具・着替え・タオル 
・保険証・軍手・レジャーシート
その他●ハイキングに適した服装お
よび靴

申込み問合せ●10月1日（火）～13日 
（日）（月曜日は除く）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

県立旭高等技術専門校
平成26年度入校生を募集 

　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10月7日（月）
～11月 7日（木）

問合せ●県立旭高等技術専門校
　☎ 62-2508

参加費は無料です
いい汗かこう！ソフトテニス教室 
とき● 10 月 18 日（金）から毎週金
曜日午後 7時～ 9時【全 10 回】

ところ●町民体育館
定員●【小学 4～ 6年生】20 人
　【町在住・在勤で 16 歳以上の初心 
者】10 人

その他●運動のできる服装
　（小学生は名札着きの体操服）
　※ラケットはお貸しします。
申込み問合せ●10月11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

今年の優勝はどこの地区！ ?
第55回町民大運動会 

　「スポーツで　
　　　　笑顔が広がる　多古の町」
をテーマに開催します。地区優勝を
目指して頑張ろう。
とき●10月 12日（土）午前9時競技 
　開始【予備日 13日（日）】
ところ●多古第一小学校運動場
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

ギャラリーなかまち開設5周年
記念イベントを開催します！ 

とき● 10 月 26 日（土）
　午後 3時から
ところ●ギャラリーなかまちとわぁー 
かちぃーとの 2会場

※詳細は後日新聞折込でお知らせ
問合せ●金村☎ 79-3705

航空科学博物館イベント情報
「客室乗務員のおはなし」 

　客室乗務員の経験者から仕事の魅
力や体験談など生の声を聞くことが
できる講演会です。興味のある方は、
ぜひお越しください。
とき●10月 27日（日）午後1時から
ところ●航空科学博物館
参加費●無料【入館料のみ】
問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557

お誕生 のびのび元気に
　　　大きくなぁれ

子の名

前槗　　涼
りょう

萩原　颯
そうすけ

祐

並木　榎
か だ い

大

篠原　　圭
けい

保護者

高広

厚

道貴

諭

地　区

井戸山

南借当

南借当

井戸山

おくやみ ご冥福を
　お祈りいたします

なくなった方

鈴木　みつ
佐藤　悦子
佐久間　靜
内藤　三郎
冨澤　とき
今井きみ　
五木田仁一
菅澤　藤男
越川　いち
小川　八重
鈴木　昭助
奧村　はる
長谷部義隆
森川　　晃

享　年

90
91
74
89
84
69
99
67
95
85
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78
30

地　区

佐　野
南玉造（宿）
井　野
南和田
南　台
飯　笹
水　戸
高津原
本三倉
十余三
本三倉
高野前
登戸台
一鍬田
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平成25年9月1日現在・（　）は前月比

まちの人口

空港シャトルバス
利用状況
延べ 3,644人

（1日平均 117.5人）
8月

（8 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。

■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●10月12日（土） 午後1時～5時　ところ●旭市民会館　予約受付●10月10日（木）
までに司法書士桜井事務所☎ 0479-22-0186　問合せ●中澤裕子司法書士事務所☎ 80-5015

　安心して暮らすためには、建築物が安全であるこ
とが大切です。工事中の建築物は、完成後は必ず完
了検査を受けましょう。また既存の建築物について
も、建築士に相談するなど点検を心がけましょう。
週間中は一斉建築パトロールを実施します。
問合せ●都市計画課都市計画係☎76-5408

と　き●10月10日（木）　【受付】午後2時45分　【開会】午後3時15分
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　生涯学習課社会教育係　☎76-7811
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多古町生涯学習文化講演会
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（兼 第8回香取・東総社会教育振興大会記念講演）
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「晩学ノススメ
 　　～菜の花は、冬を越しトウが立ってから咲く～」

【講師プロフィール】
本名 :梅田勝之（多古町十余三出身・1962年 5月生まれ）
1981年　千葉県立匝瑳高等学校卒業
2000年　八代目三升家小勝（一般社団法人落語協会）に入門
2013年　千葉大学文学部に入学
　　　　　小説「槇の家」で第56回千葉文学賞を受賞

講師

演題

募集
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