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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● 11月 8日（土） 午後 1時～ 5時　ところ●旭市民会館　予約受付●11月 6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

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

11月30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12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●11月7日（金）
平成26年6月～7月生まれの乳児
と未実施者
1歳6カ月児健診●11月14日（金）
平成25年3月～5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。なお、
3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

平成27年4月入学生を募集
千葉県生涯大学校東総学園 

　千葉県生涯大学校東総学園では、
平成27年 4月入学生を募集します。
　新しい知識を身に付け、学習の成果 
を地域活動に役立ててみませんか。
対象●県内在住の 55 歳以上の方
学科・定員●①地域活動学部 70 名
　②造形学部園芸コース 70 名③造
形学部陶芸コース 25 名 

　①②週 1回登校、③週 2回登校
　① 2年制、②③ 1年制
授業料●①年額 15,400 円②年額
27,700 円③年額 55,500 円

願書受付●11月10日（月）～12月26日 
（金）
願書提出・問合せ●千葉県生涯大学
校東総学園☎ 0479-25-2035

　（〒 288-0813 銚子市台町 2203）

平成 26 年 10 月 1日から
時間額が798円に改正されました。
（従来の777円から 21円引き上げ）
問合せ●千葉労働局労働基準部賃
　金室☎ 043-221-2328

ご協力をお願いします
愛の献血 

とき●11月 23日（日・祝）
　午前10時～ 11時 45分
　午後 1時～ 3時
※ いきいきフェスタ雨天順延の場合
は中止となります。
ところ●保健福祉センター
今後の予定●平成27年3月4日（水）
　役場附属棟
問合せ●保健福祉課
　健康づくり係
　☎ 76-3185

一人で悩んでいませんか
女性に対する暴力をなくす運動 
　11 月 12日（水）～ 25日（火）は「女
性に対する暴力をなくす運動」期間
です。暴力は、その対象の性別や被
害者との間柄に関わらず決して許さ
れるものではありません。女性に対
する暴力のない社会づくりを進めま
しょう。
問合せ●千葉県女性サポートセンター 
　☎ 043-206-8002

「ほっとコンサート」みんな集まれ～
わぁーかちぃーと 

　多古特別養護老人ホーム施設長さ
んらによる楽しいコンサートです。
とき● 11 月 30 日（日）
　午後 1時 30 分～ 3時
問合せ●わぁーかちぃーと
　☎ 75-4919
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【お詫びと訂正】
　7月号の17ページ、本文中の最後から
15行目の文中で「興新小学校・十余三小
学校が久賀小学校に」とありますが、正
しくは「興新小学校・十余三小学校・久
賀小学校が新しい久賀小学校に、」です。
お詫びして訂正します。

（9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。
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■入場無料『災害にも強い地域をつくろう』セミナー■　とき● 11月 24 日（月・祝）　午前
10時～午後 3時 30分　ところ●千葉県経営者会館（千葉市中央区千葉港 4-3）
申込み問合せ● 11月 16 日（日）までに FAX043-252-8037 で申込み。千葉県男女共同参画セン
ター☎ 043-252-8036

文化ホールからお知らせ
チケット発売中

チケット発売中

チケット発売中

　昭和の古き良き思い出の選曲で、きっと懐かしいあの頃にタイムスリップ‼
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
チケット料金●一般2,000円、高校生以下・65歳以上1,500円　[ 全席自由 ]

～蘇る！昭和歌謡～  夢野愛子とラブカンパニー

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
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）

　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、トークも交えた楽しいステージです。編成はピアノ三重奏、今回
のコンサートのために集まった、ほかにはないオリジナルのグループです！
とき●12月14日（日）
　【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演 ●【ヴァイオリン】土岐祐奈 （写真左）

　　　 【チェロ】グレイ理沙  （ 〃 中央）

　　　 【ピアノ】江沢茂敏 （ 〃 右）

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

チケット料金●一般1,000円　高校生以下500円　[ 全席自由 ] 
　※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。

とき●1月24日（土）【開場】午後1時30分　【開演】午後2時
チケット料金●一般1,500円、高校生以下500円　[ 全席自由 ]

フレッシュアーティスツ

ケロポンズ＆鈴木翼　ファミリーコンサート

～自然と精神の深みへ～
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

多古町町村合併60周年記念事業

※3歳未満は
　無料です。

※未就学児
　入場不可

募集 お知らせ

催しもの

町民綱引き大会

平成26年度地域社会教育推進事業  ブータン王国から学ぶ“なつかしい未来”

とき●12月13日（土）【受付】午前8時30分　【試合開始】午前9時
ところ●多古中学校体育館
種別および参加人数●【小学生の部】選手8名、交代要員2名
　【一般の部】一般男子の部…………選手6名、交替要員2名　
　　　　　　一般女子の部…………選手6名、交替要員2名 
　　　　　　一般男女混合の部……選手6名、交替要員2名
　　　　　　　　　　　　　　　　（6名中女性が2名以上入ること）
参加費●無料　持参物●室内シューズ、タオル、飲み物など
募集期間●10月31日（金）～11月28日（金）
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

～洋琴・ピアノと講和によるサロン～
 ピアノやチェンバロの祖先でもある「洋琴」の豊かな響きを楽しもう。
類似楽器のダルシマーはNHK「花子とアン」でも話題に！ 演奏は洋琴の
研究者であり、音楽家の飯島淳さん（元多古中学校音楽講師）です。
とき●11月16日（日）　【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
入場料金●500円（当日）　[全席自由] ※学生・未成年は無料
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）

来て・見て・楽しんで！ ギャラリーなかまち
■菊花展　【入場無料】
とき●11月6日（木）～12日（水）　
　午前10時～午後5時
主催●多古町愛花会
■越中おわら「風の盆」写真展
　【入場無料】
とき●11月14日（金）～20日（木）
午前9時～午後5時
　※最終日は午後3時まで
主催●フォトサークルさざんか
　　　（5人展）

■ 松ぼっくりのクリスマスリース作
り体験会　【予約不要】
　どなたでも参加できます。松ぼっ
くりは使い放題で、リースをいくつ
作っても無料ですが、飾りは自分で
ご用意ください。飾りはギャラリー
近くのお店でも販売しています。
とき●11月30日（日）
　午前9時～午後3時
主 催●ギャラリーなかまち、起志回
生の会

共通問合せ●
　金村☎79-3705

千葉県最低賃金改正のお知らせ
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