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■無料の債務相談■　返しきれない借金で悩んでいませんか？解決のためのアドバイスを
行ったり、必要に応じ法律専門家を紹介します。秘密は厳守します。まずはお電話ください。
問合せ●財務省千葉財務事務所債務相談窓口☎043-251-7830（直通）

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

12月21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25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●12月10日（水）
平成26年1月～2月生まれの乳児
と未実施者
3歳児健診●12月12日（金）
平成23年7月～8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。
※年末年始の業務の詳細は、8
　ページをご覧ください。
■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、
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

コミュニティカレッジ
ミニバスケットボール教室 

　ミニバスケットボールのルールや
技術を学ぶ教室を開催します。
とき●平成 27 年 1 月 24 日・31 日
2月 7日・14 日の土曜日（全 4回）

　午前 9時 30 分～ 11 時
ところ●第一小学校体育館
対象●町内の小学 2年生～ 5年生
定員● 20 名（先着順）
参加費●無料
持参物●タオル・飲
み物・室内履き（上
履き不可）・運動
のできる服装

申込期間● 12 月 2
日（火）～19日（金）

※電話での申込みはできません。
申込み問合せ●申込書に記入の上、コ 
ミュニティプラザ内

　生涯学習課社会体育係☎ 76-7811

お正月を手作りで迎えませんか？
しめ縄飾り＆フラワーアレンジ教室 
とき● 12 月 20 日（土）
　①しめ縄飾り :午前 9時～正午
　②フラワーアレンジ :午後 1時～
　（どちらか一方の参加も可）
ところ●コミュニティプラザ
　3階多目的ホール
対象●町在住・在勤の方およびその
家族【①②各 15 名まで】

参加費●① 300 円② 1,000 円
申込み問合せ●12月10日（水）まで 
にコミュニティプラザ内

　生涯学習課社会教育係（電話申込
み可）☎ 76-7811

目指せ‼ 未来の J リーガー
多古 FCサッカー教室 

とき●平成27年1月11日（日）・18日 
（日）・25日（日）午前 8時 30分～
10 時、17 日（土）午後 1時～ 2時
30分（全 4回）　

ところ●コミュニティプラザ前みど
りの広場（雨天時は町民体育館

　午後 0時 30分～ 2時
　※17日のみ午前8時30分～10時）
対象● 4歳児～小学生
　（参加は無料です）
持ち物●飲み物・タオル・運動ので
きる服装・運動靴

※雨天時は室内履きを持参
主催●多古フットボールクラブ
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

参加費無料！
子ども書き初め教室 

とき● 12月 21日（日）・26日（金）
　午前 9時～正午（全 2回）
ところ●コミュニティプラザ 2階
　第 3研修室
対象●町在住の小学生
定員● 20名（先着順）
募集期間●12月2日（火）～14日（日）
　※月曜日を除く
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

平成27年度看護学生を募集
旭中央病院附属看護専門学校 

募集人員●約 30～ 35名（1次・2次 
募集の合計）

受験資格●①高等学校を卒業してい
る、または同等以上の資格を有す
る方②平成 27 年 3月高等学校卒
業見込みの方

願書受付●【1次募集】平成26年12月 
22 日（月）～平成 27 年 1 月 9 日
（金）必着　
　【2次募集】平成27年1月27日（火）
～ 2月 13日（金）必着

※詳しくはお問い合わせください。
問合せ●〒289-2511旭市イの1182
旭中央病院附属看護専門学校

　☎ 63-8111

20歳の誓い
『成人の日』記念式典 

　どなたでもご覧いただけます。皆
さんの来場をお待ちしています。
とき●平成 27 年 1月 11 日（日）
　【受付】午前 10 時
　【式典】午前 11 時
ところ●コミュニティプラザ
　文化ホール
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

どちらも入場は無料です
ギャラリーなかまち 

■クリスマスリースコンテスト
　抽選で素敵なリースが当たります
ので、ぜひ投票をお願いします。
とき● 12 月 1日（月）～ 7日（日）
　午前 10 時～午後 6時
　表彰式は 7日（日）午後 3時から
問合せ●金村☎ 79-3705
■田中雨耕　陶芸作品展
とき● 12 月 12 日（金）～ 14 日（日）
　午前 10 時～午後 5時
問合せ●田中;090-2654-7557

お誕生 のびのび元気に
　　　大きくなぁれ

子の名

幸島　慶
けいいち

一

佐藤　結
ゆ づ き

月

大網　栞
か ん な

奈

木村　愛
あ い り

理

佐々木香
か の ん

音

保護者

祥典

秀行

智宏

誠一

由奈

地　区

小　島

高　根

島

田　町

高　根

おくやみ ご冥福を
　お祈りいたします

なくなった方

平山　幸和

吉野　　保

矢城　　博

五十嵐武夫

小川　クラ

谷中　さだ

千葉　定一

髙橋　武彦

加瀨　泰治

享　年

78

82

84

83

91

97

86

61

64

地　区

本　町

五　辻

広　沼

坂　並

染　井

佐　野

牛　尾

林

牛　尾

男 性

女 性

合 計

世帯数

7,724

7,737

15,461

5,724

（−17）

（± 0 ）

（−17）

（− 9 ）

人

人

人

世帯
平成26年11月1日現在・（　）は前月比

まちの人口

空港シャトルバス
利用状況
延べ 4,008人

（1日平均 129.3人）
10月

（10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。

TAKO
ま
ち
の

う
ご
き

■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● 12月 21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

文化ホールからお知らせ
チケット発売中

12/13（土）発売

チケット発売中
　若くして「ポーランドのピアノの巨匠」と称されるK.トカチェフスキ氏は、
1980年ポーランドのタルヌフ出身。欧米・アジアで精力的な演奏活動を行っ
ており、2007年ニュ―ヨーク、カーネギーホールで衝撃的なデビューを飾り、
世界から注目されています。
とき●12月24日（水）【開場】午後6時　【開演】午後6時30分
チケット料金●一般2,000円、グループチケット（4人）6,000円　[ 全席自由 ]

クリスティアン・トカチェフスキ　クリスマスリサイタル

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・年末年始休館）

　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。日本音
楽コンクール、全日本学生音楽コンクールに入賞・入選した実力のあるメン
バーが出演します。
とき●12月14日（日）
　　　【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演●【ヴァイオリン】土岐祐奈 （写真左）

　　　【チェロ】グレイ理沙 （写真中央）　 【ピアノ】江沢茂敏（写真右）

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。

　ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のルネ・スタール
とホルガ―・グローによって結成された名アンサンブル。
本場ウィーンより名曲を携えて待望の初来日‼
とき●3月19日（木）【開場】午後6時30分　【開演】午後7時
チケット料金●一般3,000円、高校生以下1,500円　[ 全席指定 ]

フレッシュアーティスツ

ウィーン・クライスラー・アンサンブル　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

宝くじ文化公演

多古町町村合併60周年記念事業

※未就学児
　入場不可

※未就学児
　入場不可

とき● 1月 12 日（月・祝）
　　　午後 1時から
　【雨天の場合 18 日（日）】
ところ●栗山川あじさい橋周辺
申込み問合せ●かもちんの会 
　佐藤;090-1457-1630

たこ揚げ大会
自慢のたこで競い合おう！

　※本コンサートは宝くじの助成により、特別料金になっています。
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