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■航空科学博物館　ウルトラマン企画展■　とき● 6月 6日（土）～ 7月 12日（日）
ところ●航空科学博物館 2F展示室等　費用●入館料のみ※ 6月 15日（月）の千葉県民の日は特
別開館日で、入館料は高校生以下無料となります。　問合せ●航空科学博物館☎ 78-0557

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。

生活習慣の見直しが大切です
健康づくり教室 

とき●6月18日（木）・7月17日（金）
　8月 27 日（木）・9月 25 日（金）
　10 月 15 日（木）・11 月 5日（木）
　12 月 10 日（木） ・1月 14 日（木）
　2月 5日（金）・3月 10 日（木）
　の全 10 回
ところ●保健福祉センター
内容●健康づくりの適度な運動
定員● 30 名
申込み問合せ●6月10日（水）までに 
保健福祉課健康づくり係

　☎ 76-3185
※主に、50～60歳代 
の方を対象とした 
軽度な運動となり
ます。

超音波およびマンモグラフィーによる
乳がん検診を実施します 

とき● 7 月 13 日（月）・14 日（火）・
16 日（木）・18 日（土）・22 日（水）

ところ●保健福祉センター
対象●【超音波】30 ～ 39 歳
　【マンモグラフィー】40 歳以上
申込方法●電話または窓口にて予約
　休日受付：6月 6日（土）午前 8時
30 分～午後 5時

　平日受付：6月 8日（月）午前 8時
30 分から

申込期限● 7月 3日（金）
　初めての方と 3 年間受診してい
ない方は、登録が必要となります。
事前の申し込みをお願いします。
※子宮がん検診は 9月に実施予定
問合せ●保健福祉課健康づくり係
　☎ 76-3185

お気軽にご覧ください
第3回 多古町美術会展開催 

　絵画・彫刻・書道の作品 25 点余
りを展示しています。
とき● 6月 9日（火）～ 14 日（日）
　午前 9時～午後 5時
※ 14 日のみ午後 3時まで
ところ●多古町コミュニティプラザ
入場料●無料
問合せ●郡司繁德;090-3452-1762
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■平成 27 年度　税務職員募集■　申込方法●インターネット（人事院ホームページ http://
www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）　受付期間● 6月 22日（月）～ 7月 1日（水）　受験資格など
詳細はお問い合わせください。　問合せ●佐原税務署総務課☎ 0478-54-1331

入場無料

入場無料

　多古町民謡連合会恒例の発表会です。今年もまた、皆様と一緒に唄い
楽しみましょう。先着200名の方にお弁当のプレゼントがあります。会
員一同皆様のご来場をお待ちしております。
とき●6月7日（日）【開場】午前9時　【開演】午前9時40分
問合せ●多古町文化協会民謡部代表　佐藤登男☎76-9911

　毎年恒例の歌謡サークル「えにしの会」の発表会です。今年は、テレビ
の歌番組等で活躍しているジミー東原ジュニアオールスターズがバック
バンドで出演します。
とき●6月14日（日）【開場】午前9時　【開演】午前9時30分
問合せ●えにしの会代表　平山英雄☎76-3959

第38回　多古町民謡発表会

えにしカラオケ発表会2015

文化ホールからお知らせ

お知らせ

■町県民税
■水道料
※�口座振替日は6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。

問保健福祉課健康づくり係
　☎76-3185

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●6月10日（水）
　�平成26年7月～8月生まれの乳
児と未実施者

3歳児健診●6月12日（金）
　�平成24年1月～2月生まれの幼
児と未実施者

問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

　回収日の当日、朝8時までに出
してください。特に、路上集荷
の箇所は交通の妨げとなるので、
収集日以外はごみを置かないよ
うご協力をお願いします。

■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。
■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
■使用済み小型家電
携帯電話、デジカメ、電話機な
どの小型家電は回収ボックスへ
設�置場所●役場、コミュニティプ
ラザ、保健福祉センター　他

■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●100kg 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。

午前9時～午後5時
6月28日（日）

The information of the living

　商店主たちとのふれあいやお得なお買い物で楽しい 1日を！
とき● 6月 21 日（日）午前 10 時～午後 2時 30 分 　※雨天順延 28 日（日）
ところ●城下町会場（仲町通り）　主催●多古町商店街　起志回生の会
問合せ●淺野☎ 76-2111

今年もやります！“百縁まつり”

　私有地から道路や歩道に樹木がはみ出ていると、歩行者や車の通行の妨
げになるだけでなく、カーブミラーや道路標識が見えにくくなり大変危険
です。事故が発生した場合には、樹木の所有者が賠償責任を問われること
もあります。町から樹木の所有者に枝を切っていただくようお願いするこ
ともありますが、事故を未然に防ぐためにも、所有者の皆さんは定期的に
点検して、道路にはみ出さないようお手入れをお願いします。
問合せ●都市整備課土木管理係☎ 76-5407

道路沿いの樹木の伐採にご協力をお願いします

タイトル

「幸
しあわせ

福の予感」
作 :宮内秀子

（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。機械除草・各種農作業・剪

せん

定
てい

・
障子はり・運転代行など、現在約 180 名の会員が活躍して
います。
とき● 6月 24 日（水）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

あなたの経験・知識・技能を生かそう！

　廃ビニール類等を搬入するときは事前に登録が必要です。産業経済課で
受け付けていますので、早めの登録お願いします。
とき● 6月 30 日（火）午前 9時～午後 3時、7月 1日（水）午前 9時～正午
ところ● JA多古町ライスセンター
処理料● 1kg につき 12 円（個人負担金）
※廃プラ類（肥料袋・培土袋を含む）と廃ビニール類は必ず水洗いして、土
などの付着物を取り除いてから分別し、1枚ずつ重ねて束ねた状態で出
してください。

問合せ●産業経済課農業振興係☎ 76-5404

農業用廃ビニール・プラ類の回収

「カラカラで　蛇口に飛び込む　僕の口」
　水は限りある資源です。大切に使いましょう。
　水道料金のお支払いは、便利な口座振替をご利用ください。
問合せ●生活環境課水道管理係☎ 76-5406

6月1日～7日は水道週間です

日本寺・多古町あじさいの会主催
あじさいまつり 

とき● 6月 21 日（日）
　午後 2 時に献花祭式典。式典前
後、成

なる

功
こう

始
じ

さんによる演奏や、午後
3時からは童話劇が上演されます。
ところ●日本寺境内　野外ステージ
※雨天の場合は本堂
問合せ●多古町日本寺☎ 76-3745

ギャラリーなかまち
「道ばたの詩」押し花展 

　小物の販売や体験会も行いますの
で、ぜひお気軽にお越しください。
※体験会の材料費のみ有料です。
とき● 6月 10 日（水）～ 14 日（日）
　午前 10 時～午後 4時
体験会●6月12日（金）～14日（日）
　午前 10 時～午後 3時
問合せ●押田;090-3219-4347

募集催しもの

くらしの情報

今月の納税等

子どもの健診

ごみの出し方

住民課･税務課休日開庁日
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