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■クレジットサラ金無料相談（初回 30 分）■　借金問題に精通した弁護士が相談に応じま
す。受付時、担当弁護士を紹介しますので面談日時を相談のうえ担当弁護士の事務所を訪れて
ください。受付時間●平日午前 10時～ 11時 30 分、午後 1時～ 4時　受付問合せ●千葉県弁
護士会 ☎ 043-227-8581

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

8月31日（日）
【午前9時～午後5時】

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9月1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●8月13日（水）
平成25年9月～10月生まれの乳
児と未実施者
1歳6カ月児健診●8月8日（金）
平成24年12月～平成25年2月生
まれの幼児と未実施者
3歳児健診●8月22日（金）
平成23年3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

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。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

巨大なラグビーボールでバレー？
ヘルスバレーボール大会 

　ルールはバレーボールとほぼ同
じ。ボールが思わぬ所へ飛んでいき、
試合の行方が分からないところが面
白さの秘訣。ぜひ、ご参加ください。
とき● 8月 23日（土）
　【受付】午後 6時 30分
ところ●多古中学校体育館
参加資格●町在住・在勤の成人
種目●男女各 3人による 6人制
　（男性に代わり女性が入るのは可）
申込み問合せ● 8月 15 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

　夏休み中は毎日開館。開館時間は
午前 9時～午後 5時までです。（13
日～ 15 日は午後 8時まで。空港の
夜景が楽しめます）

■子どものための航空科学
　航空の科学をいろいろな実験装置
で体験しよう。
とき●8月1日（金）～10月26日（日）

■集まれ日本航空空港車両
　空港内の様々な場所で活躍してい
る特殊車両を間近でご覧いただけま
す。また航空機の誘導等を模擬体験
できる教室も開催しています。
とき● 8月 24日（日）

参加費●入館料のみ
問合せ●航空科学博物館☎78-0557
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夏休みは航空科学博物館で！

■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● 8月 9日（土）午後 1時～ 5時　ところ●旭市民会館　予約受付● 8月 7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

多古町町村合併60周年記念事業

文化ホールから
お知らせ

チケット発売中

　今回は「平家物語」とアメリカ人デュオが奏でる邦楽器の新しい魅力、そし
て今様の美しい歌声をお楽しみいただきます。
とき●10月19日（日）　〔昼〕【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
　　　　　　　　　　〔夜〕【開場】午後6時　【開演】午後6時30分
出演●【語り・歌】金子あい　【筝】カーティス・パターソン　
　　　【尺八】ブルース・ヒューバナー
入場料金●一般1,500円　高校生以下1,000円　[ 全席自由 ]
チケット販売所●平山書舗・木内書店・JA直売所「四季の里」・道の駅多古
問合せ●多古日本寺コンサート実行委員会 ☎76-3745（日本寺）

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

チケット発売中
“珠玉の名曲で綴る恋の祭囃子”
とき●9月7日（日）　【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演者● Y’s  company
　　　　【ソプラノ】志田尾恭子　【テノール】飯沼友規　榛葉薫人
　　　　【バリトン】浜田耕一　　【ピアノ】谷塚裕美　
演奏曲目●ディ・カプア／オーソレミーオ　岡野貞一／ふるさと　ほか
入場料金●2,000円　[ 全席自由 ]

Y’s company　第2回多古町公演 

チケット発売中
“Nostalgie”～ポルナレフに想いを寄せて～
とき●10月18日（土）　【開場】午後2時30分　【開演】午後3時
出演者●【歌】府馬和歌子　【ヴァイオリン】吉田篤貴　【ピアノ】鈴木裕子
演奏曲目●愛の休日  哀しみの終わるとき  古いパリの岸辺に  黒い瞳  ほか
入場料金●一般2,000円　高校生以下1,000円　[ 全席自由 ]

府馬和歌子コンサート

8/1チケット発売（電話予約8/5から）
40th  Anniversary Tour  ～ワスレナイ～
　デビュー40周年記念！ファン待望の15年ぶりとなるオリジナル・アルバ
ム「ワスレナイ」を携え全国ツアー！！
とき●11月3日（月・祝）　【開場】午後3時30分　【開演】午後4時
入場料金●1階席6,000円　2階席5,500円　[ 全席指定 ]　※未就学児入場不可

中村雅俊コンサート

平家物語の夕べ　～祇園精舎・祇王～

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
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）

井戸水を飲用する皆様へ
　井戸水やわき水は、有害物質の地下浸透や井戸などの管理が不十分なこ
とにより、汚染されるおそれがあります。飲用井戸の衛生確保は、設置者
自らが実施していただくことになりますので、次の点に気を付けましょう。
　①井戸を衛生的に管理しましょう。
　②水質検査を実施しましょう。
問合せ●香取健康福祉センター（保健所）☎ 0478-52-9161

多古日本寺コンサート 問合せ●匝瑳市ほか二町環境衛生組合　☎0479-72-3036

　匝瑳市ほか二町環境衛生組合では、松山清掃工場の排ガス・灰・放流
水・地下水に関するダイオキシン類検査を実施しています。
　検査結果は全て基準値以下でした。

【単位】  排ガス・灰：ng-TEQ/n㎥（1ngは10億分の1g）
 水質・地下水：pg-TEQ/l（1pgは1兆分の1g）
　TEQとは、毒性の強さを加味したダイオキシン量の単位のこと。
　ダイオキシン類の毒性には、生殖機能・免疫機能等への影響、発がん性などがあるとさ
れています。

項目 地点 検査結果 規制値 検査年月日

排ガス
1号炉 1.4

5以下
平成25年10月4日2号炉 1.3

灰 0.072 3以下

水質
調整池 0.00056 10以下

平成25年11月12日南西600m 0.097

1以下
南西1200m 0.19

地下水
No.1地下水 0.017

平成25年10月22日
No.6地下水 0.018

平成25年度匝瑳市ほか二町環境衛生組合
ダイオキシン類検査結果
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