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■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● 7月 26日（土） 午後 1時～ 4時　ところ●成田市中央
公民館　問合せ●千葉中央法律事務所 ☎ 043-225-4567

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

7月27日（日）
【午前9時～午後5時】

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7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。

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●7月4日（金）
平成26年2月～3月生まれの乳児
と未実施者
2歳児歯科健診●7月8日（火）
平成24年2月～4月生まれの幼児
と未実施者
■保健福祉課健康づくり係☎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、
21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

初心者も保護者も大歓迎！！
夏休みジュニア卓球教室 

とき● 8月 5日（火）～ 7日（木）
　午後 1時 30分～ 4時（全 3回）
ところ●町民体育館
対象●保護者の承諾を得た町在住の
小学生

募集人員● 15名程度
持参物●ラケット（貸し出し有り）
　タオル・室内靴・飲み物
申込み問合せ● 7月 31 日（木）まで
に印鑑を持参の上、コミュニティ
プラザ内生涯学習課社会体育係

　☎ 76-7811

参加費無料
夏休みキッズ英語教室 

とき●7月31日（木）・8月7日（木）・
21 日（木）・28 日（木） 午前 10 時
～ 11時 30分（全 4回）

ところ●コミュニティプラザ
　第 2研修室
対象●町在住の小学校 1・2年生
募集人員●20名（定員になり次第締め 
切り）

募集期間●7月1日（火）～7月13日 
（日）【月曜日は除く】
申込み問合せ●コミュニティプラザ 
内生涯学習課社会教育係

　☎ 76-7811

㈲ティ・ティ・エス
駐車場スタッフ募集 

職種●①アルバイト管理員 3名
　②パート清掃員 1名
仕事内容●①駐車場内巡回、料金所
業務など②駐車場内清掃

資格●18歳以上、要普通自動車免許
給与●①時給900円　②時給850円
待遇●交通費支給、制服貸与など
勤務時間●①シフト制午前8時～午
後 11 時の間で 5 時間～ 10 時間
勤務（月 14 日くらい勤務）②午前
9時～午後 5時（月 13 日くらい勤
務）

勤務地●成田空港内第 2駐車場ビル
申込み●㈲ティ・ティ・エス採用係
　に履歴書（写真貼付）を 7月 20 日
（日）必着で郵送提出、履歴書に希
望職種を必ず記入

　（〒 282-0004 成田市古込字古込
1-1）

問合せ●㈲ティ・ティ・エス
　☎ 0476-34-5225（採用係）

多古グローリー部員募集
ソフトバレーボール 

　昨年 10 月に発足した部です。子
どもから大人まで楽しめる軽い運動
ですので、興味のある方はぜひ来て
ください。
とき●毎週土曜日午後 8時～ 10 時
ところ●多古第一小体育館
問合せ●髙岡義久☎ 74-8147

入場無料です！
『多古町民謡連合会』発表会 

　先着 200 名にお弁当のプレゼン
トがあります。
とき● 7月 6日（日）午前 9時 30 分
ところ●コミュニティプラザ
　文化ホール
問合せ●佐藤☎ 76-9911

藤㟢和子クレイアート展開催中
ギャラリートキノオト 

　花々に心をこめて―石粉粘土で
作った作品です。見に来てください。
とき● 7月 14 日（月）まで
　毎週金曜:午後1時30分～5時頃、
毎週土日月曜 : 午前 10 時 30 分 
～午後 5時頃　【入場料無料】

ところ●多古町北中 2086-8
問合せ●小島;080-5493-9843

夢や希望のある社会を
社会を明るくする運動推進大会 
　中学生の作文発表やブラスバンド
部による演奏、ビデオ上映が行われ
ます。入場は無料です。
とき● 7月 9日（水）
　午後 1時 30 分
ところ●コミュニティプラザ
　文化ホール
問合せ●保健福祉課福祉係
　☎ 76-3185

夏だ！祭りだ！！
ひかり納涼祭 

　ひかり学園と第2ひかり学園恒例
の「ひかり納涼祭」を開催します。催
し物など楽しい企画を用意していま
すので、ぜひ遊びに来てください。
とき● 7月 19 日（土）
　午後 3時 30 分～ 6時 30 分
※雨天時は模擬店のみ中止
ところ●町民体育館・みどりの広場
問合せ●ひかり学園
　髙安☎ 76-5500
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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●7月 12日（土） 午後 1時～ 5時　ところ●旭市民会館　予約受付●7月 10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

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

チケット当日売り

チケット発売中
　落語界のプリンス！木久蔵の軽妙な話芸と、ウクレレと歌のコンサート。
とき●7月12日（土）【開場】午後2時30分
　　　　　　　　　【開演】午後3時
チケット料金●一般2,500円
　　　　　　　高校生以下・65歳以上2,000円
　　　　　　　[全席自由 ]

珠玉の名曲で綴るふたりの軌跡と奇跡
とき●7月5日（土）　昼公演 【開場】午後0時30分　【開演】午後1時
　　　　　　　　　夕公演 【開場】午後4時30分　【開演】午後5時
出演者● Y’s  company
            飯沼友規（テノール）、浜田耕一（バリトン）、谷塚裕美（ピアノ）
入場料金●【当日売り】1,000円　[ 全席自由 ]

入場無料とき●8月3日（日）【開場】午後1時30分　【開演】午後2時
　※小学3年生以下の方は保護者同伴でお願いいたします。
出演 ●児玉洋介（テノール）、長町順史（ピアノ）、佐藤まどか（ヴァイオリン）

～真夏の午後の夢～　ブレーメンの音楽会 in多古 2014

林家木久蔵＋前途洋洋

Piccolo  Y’s in TAKO  ～Il miracolo～ 

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

林家木久蔵 前途洋洋

消防職員を募集します
職務内容●消防職（初級）
採用予定者数● 6名程度
　※ うち救急救命士免許取得者または救急救命士国家試験
　　受験資格取得者、同受験資格を平成 26 年度に取得
　　見込みのもの若干名
受験資格●昭和61年 4月 2日から平成9年 4月 1日までに生まれた方で、
学歴を問わない。

　※身体資格有り（身長・体重ほか、要問合せ）
申込書の配布●7月 1日（火）から香取広域事務局、消防本部および各署所、
香取市役所および各支所、多古町・東庄町・神崎町役場の職員採用担当窓口

受付期間● 7月 29 日（火）～ 8月 15 日（金）
　※土・日を除く午前 8時 30 分～午後 5時 15 分
試験日● 9月 21 日（日）
試験会場●千葉県立佐原高等学校
申込み方法●職員採用試験申込書に写真を貼り、必要事項を記入の上、 
消防本部総務課へ持参または郵送【8月 15 日（金）の消印有効】

問合せ●香取広域市町村圏事務組合消防本部総務課 ☎ 0478-52-1191

募集

くらしの
情報
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