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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などが相談
に応じ、問題解決に当たります。　とき● 9月 27 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

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28日（日）
【午前9時～午後5時】

今月の納税等
■固定資産税　■介護保険料
■国民健康保険税
■後期高齢者医療保険料
※口座振替日は9月30日（火）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●9月12日（金）
平成26年4月～5月生まれの乳児
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。なお、
15日（月）、23日（火）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

小川次郎仏画展―静かな時の中で―
ギャラリートキノオト 

とき● 9月 12 日（金）～ 29 日（月）
　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

日頃描いてきた17点が展示
佐藤美津江油絵展 

　初めての個展です。ご自由にご覧
いただけますので、ぜひ見に来てく
ださい。
とき● 9月 24 日（水）～ 28 日（日）
　午前 10 時～午後 3時
ところ●コミュニティプラザロビー
問合せ●佐藤美津江
　;090-5422-5630

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 110 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 12 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やエア
ライングッズなどが格安で販売され
ます。
とき● 9月 6日（土）・7日（日）
　午前 10 時～午後 5時
　（7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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■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13日（土）　午後1時～5時　ところ●旭市民会館　予約受付●9月11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

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
出演者●【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 ]
　　　　　※ JAF会員は20％割引（4名まで）、詳しくは日本寺まで
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）

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 

　クラシック音楽界が注目する新進気鋭の演奏家によるコンサート。演奏だ
けでなく、トークも交えてお楽しみいただきます。
とき●12月14日（日）　【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演者●【ヴァイオリン】土岐祐奈　【チェロ】グレイ理沙　【ピアノ】江沢茂敏
演奏曲目● ドヴォルザーク／森の静けさ　ブラームス／ヴァイオリン・ソナ

タ「雨の歌」 　フランク／前奏曲、コラールとフーガ　ほか
入場料金●一般1,000円　高校生以下500円　[全席自由 ] ※未就学児入場不可
※本コンサートは（公財）三井住友海上文化財団の助成により低料金に設定しています。

日本音楽コンクール・全日本学生音楽コンクール
から生まれたフレッシュアーティスツ

9/27チケット発売

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）

多古日本寺コンサート

チケット発売中

　懐かしい昭和の想い出を綴る…日本人の心を支え、明日への希望が湧いて
来る名曲の数々！ 新劇女優出身のジャズ歌手夢野愛子が昭和歌謡を歌う。
とき●11月15日（土）　【開場】午後2時30分　【開演】午後3時　
出演者●【歌】夢野愛子　【ピアノ】庄山美佐　【ベース】渡部拓実　
　　　　【ドラムス】白鳥洋一　【マリンバ】星野まい　
演奏曲目●リンゴの唱　東京キッド　上を向いて歩こう　テネシーワルツ　ほか
入場料金●一般2,000円　　高校生以下・65歳以上1,500円　[ 全席自由 ]
※未就学児入場不可

夢野愛子とラブカンパニー
～蘇る！昭和歌謡～

地域住民のためのコンサート（三井住友海上文化財団派遣コンサート）

～自然と精神の深みへ～

催しもの

「こもれび」

弁護士が相談に応じます！無料『消費者相談窓口』
とき●9月5日（金）　午前10時～午後3時
ところ●コミュニティプラザ1階　会議室 （控室は第1研修室）
　【次回の相談日は10月3日（金）　午前10時～午後3時、
　申込みは9月19日（金）～9月26日（金）まで】
申込み問合せ●産業経済課経済振興係　☎76-5404

あなたの経験・知識・技能を生かそう！
（公社）多古町シルバー人材センター入会説明会
　多古町に在住する、健康で働く意欲のある 60 歳以上の方々に就業の機
会を提供し、地域を活性化しようと、町の支援により当センターは設立さ
れました。季節によって繁忙の違いはありますが、機械
除草・各種農作業・剪

せんてい

定・障子はり・運転代行など、
さまざまな分野で現在約 180 名の会員が活躍しています。
　今までの技能や経験を積極的に生かし、あなたも会員
になりませんか？
とき● 9月 25 日（木）　午前 10 時
ところ●社会福祉協議会　2階会議室
問合せ●（公社）多古町シルバー人材センター　☎ 76-6606
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