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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● 5月 10日（土） 午後 1時～ 5時　ところ●旭市民会館　予約受付● 5月 8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

The information of the living

ゴルフ教室参加者募集！　
とき●6月3日（火）から毎週火曜日【全10回】
　午後6時30分～8時
ところ●ダイナミックゴルフ成田
対象●町在住・在勤・在学の中学生以上の方30人
費用●3,500円　持参品●筆記用具・クラブ
申込み問合せ●5月7日（水）～23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

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

5月25日（日）
【午前9時～午後5時】

今月の納税等
■固定資産税
※口座振替日は6月2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。

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●5月9日（金）
平成25年12月～平成26年1月生
まれの乳児と未実施者
1歳6カ月児健診●5月16日（金）
平成24年9月～11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

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、
5月5日（月）・6日（火）は収集が
ありませんのでご注意ください。
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

絵本の選び方など楽しく学ぶ
よみきかせ講座 

とき●5月18日（日）、6月8日（日）、
7月 13日（日） 

　午後1時30分～3時【全3回共通】
ところ●コミュニティプラザ 2階
　第 2研修室
対象●中学生以上（子ども同伴可）
参加費●無料
申込み問合せ● 5月 11 日（日）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

　コミュニティプラザ図書室
　☎ 79-3406

受講生を募集します
香取郡市手話奉仕員養成講座（前期） 
とき●6月6日（金）～12月19日（金） 
毎週金曜　午後 7時～ 9時

ところ●佐原中央公民館
対象者●手話学習の経験がない方、
手話奉仕員養成講座入門課程を修
了していない方で香取郡市内に在
住または在勤の方

受講料●無料（ただし、テキスト代
については別途自己負担）

申込み問合せ● 5月 15 日（木）まで
に〒 260-0022 千葉市中央区神明
町 204-12（社福）千葉県聴覚障害
者協会千葉聴覚障害者センター

　☎ 043-308-6373
　FAX 043-308-6400

赤ちゃんを迎えるために
プレママ教室を開催します 

とき● 5月 12日（月）・22日（木）
　いずれも午後 1時 15分から受付
対象●妊娠中期の方
申込み問合せ●事前に電話にて予約
保健福祉課健康福祉係

　☎ 76-3185

今年のテーマは“糖尿病”
看護の日イベント 

　血圧や血糖、体脂肪の測定をしま
す。糖尿病の栄養相談なども行いま
すので、ぜひお寄りください。
とき● 5月 10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
　外来主任　堀越☎ 76-2211

目指せ！調理のスペシャリスト
平成26年度千葉県調理師試験 

試験日時● 7月 23日（水）
　午後 2時～ 4時
試験会場●幕張メッセ国際展示場
願書配布●香取健康福祉センター
　（香取保健所）
受付期間●5月20日（火）～22日（木）
受付·問合せ●香取健康福祉センター 
地域保健福祉課☎ 0478-52-9161

新緑の袋田の滝に行ってみませんか？
健康ウォーキング教室 

とき● 5月 24 日（土）
　午前 7時コミュニティプラザ出発
ところ●袋田の滝自然研究路
参加資格●町在住・在勤の方および
その家族（小学生の参加も可）

定員● 25人（応募者多数の場合は生
涯学習課による抽選）

参加費● 1人 2,500 円【当日集金】
持参品●昼食・雨具・保険証など
その他●ウォーキングに適した服装
申込み問合せ●5月1日（木）～13日（火） 
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

入場は無料です
ギャラリーなかまち 

■多古町えびね愛好会
　『春の山野草展』
とき● 5月 3日（土）～ 5日（月）
　午前 10 時～午後 5時
問合せ●港屋食堂（秋葉）
　☎ 76-2352

■フォトサークルさざんか写真展
　『白川郷 5人展』
とき● 5月 16 日（金）～ 22 日（木）
　午前 9時～午後 5時
問合せ●金村☎ 79-3705

みんなで汗を流しましょう♪
わぁーかちぃーと 

　多古町音頭を楽しく踊りません
か。皆さん、ぜひ参加してください。
とき●5月11日（日）
　午後1時～3時
問合せ●わぁーかちぃーと
　☎ 75-4919（水曜定休日）お誕生 のびのび元気に
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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● 5月 18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●スギヤマ行政書士事務所☎ 72-1639

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）

文化ホールからお知らせ

入場無料

チケット発売中

とき●6月8日（日）【開場】午後1時　【開演】午後1時30分
出演者●林節子・笹本真紀・菅井典子・大石優理ほか（独唱）、久保田仁子（ピ
アノ）、佐原ハーモニー（合唱）

演奏曲目●城ケ島の雨、ゴンドラの唱、オペラ「アイーダ」より 勝ちて帰れ ほか

　香取地域出身のソプラノ歌手と新鋭ピアニスト、若きヴァイオリニストと
のコラボレーション。
とき●5月31日（土）【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演者●佐藤安津子（ソプラノ）、松田祐輔（ピアノ）、小田切千朱（ヴァイオリン）
チケット料金●1,500円、ファミリーチケット（4人まで）2,000円 （全席自由）
演奏曲目●中田喜直／金子みすゞ童謡歌曲集「ほしとたんぽぽ」、ショパン／
革命、プッチーニ／オペラ「蝶々夫人」より ある晴れた日に　ほか

第11回ポコ・ア・ポーコの会 －平山恭子声楽研究会－

ソプラノとピアノのジョイント・コンサート“感謝”

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

外出支援サービスをご利用になりませんか？
　多古町社会福祉協議会では、国の許可を得て福祉車両による病院や施
設などへの送迎を有料で行うサービスを実施しています。
■利用対象者　町在住で、単独では公共交通機関の利用が困難な次の方
　　　　　　　①介護保険法の要介護認定を受けている方
　　　　　　　②身体障害者手帳の交付を受けている方
　　　　　　　③ 肢体不自由・内部障害・精神障害・知的
　　　　　　　　障害により、単独での外出が困難な方

■利用の手順

■利 用 料 金　基本料 300 円と乗車 1キロ当たり 30 円の合計金額
問合せ●多古町社会福祉協議会☎ 76-5940

登録手続き � 利用申請 � 利用券購入 � 利　用
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