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■開校のお知らせ■　今年の 4月、匝瑳市飯高地区に県立特別支援学校が開校しました。入
学に関する相談を随時受け付けていますので、ご連絡ください。また、この秋には学校公開を
行う予定です。　問合せ●千葉県立飯高特別支援学校 ☎ 70-5001 渡辺（教頭）

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。

初心者も保護者も大歓迎‼
夏休みジュニア卓球教室 

とき● 8月 4日（火）～ 6日（木）
　午後 1時 30 分～ 4時【全 3回】
ところ●町民体育館
対象●保護者の承諾を得た町在住の
小学生

募集人員● 15 名程度
持参物●ラケット（貸し出し有り）
　タオル・室内靴・飲み物
申込み問合せ● 7月 31 日（金）まで
に印鑑を持参の上、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
夏休みキッズ英語教室 

とき● 8 月 5 日（水）・12 日（水）・
19 日（水）・26 日（水） 午前 10 時
～ 11 時 30 分【全 4回】

ところ●コミュニティプラザ研修室
対象●町在住の小学校 1・2年生
募集人員●20名（定員になり次第締 
め切り）

募集期間●7月1日（水）～7月25日 
（土）【月曜日は除く】
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

初心者・初級者の皆さんへ
つばき杯ビギナーズテニス大会 
とき● 7月 26 日（日）
　午前 8時～午後 5時（開場 7時）
ところ●千葉県総合スポーツセンター 
東総運動場

　（千葉県旭市清和乙 621）
種目●男子ダブルス・女子ダブルス
参加資格●千葉県在住・在勤・在学
で硬式テニス初心者・初級者の方

※硬式テニス部員は高校 1年生のみ
参加費● 1組 2,000 円（保険料込）
申込み● 7月 11 日（土）から
　FAX　68-1063
　E-Mail　tousou@cue-net.or.jp
※大会要項および申込用紙は東総運動
場のHPよりダウンロードできます。
（http://www.cue-net.or.jp/kouen/ 
toso/）

問合せ●東総運動場　
　午前 9時～午後 5時（月曜定休）
　☎ 68-1061

体験入学参加者募集中
国立館山海上技術学校 

とき●7月11日（土）・7月31日（金）・ 
10 月 10 日（土）

　午前 10 時～午後 3時
※上記以外に、11 月 28 日（土）に 
学校説明会を開催します。

問合せ●国立館山海上技術学校
　教務課☎ 0470-22-1912

富貴蘭と山野草展
ギャラリーなかまち 

とき● 7月 11 日（土）～ 12 日（日）
　午前 10 時～午後 5時
入場料●無料
主催●関東富貴蘭愛好会
問合せ●秋葉☎ 76-2352

夏休み中のイベントです
航空科学博物館 

「パイロットのおはなし」
　航空機の運航において重要な役割
を果たしているパイロットの講演会
です。業務内容のみならず、パイロッ
トならではのさまざまな体験談など
もお楽しみいただけます。
とき● 7月26日（日）　午後1時から
ところ●航空科学博物館 1階
　多目的ホール
料金●入館料のみ
問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557
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■特別展開催中■　日本とドイツの交流 150 年を記念した日本初の展覧会。古くから多くの
人々に親しまれ、多様な種類が作られてきた伝統の朝顔展。2つの特別企画展が国立歴史民俗博
物館（佐倉市）で開催されています。問合せ●博物館事業課 ☎ 043-486-0123

チケット当日売り

入場無料

文化ホールからお知らせ

■国民健康保険税
■固定資産税
■介護保険料
■後期高齢者医療保険料
※�口座振替日は7月31日（金）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●7月3日（金）
　�平成27年2月～3月生まれの乳
児と未実施者

2歳児歯科健診●7月7日（火）
　�平成25年2月～4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。

■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
7月26日（日）

The information of the living

20日から月末にかけて検針員が各家庭�
のメーターを確認にうかがいます。

今月は水道の検針月です

安心・安全な地域社会を築くために
社会を明るくする運動推進大会 
　中学生による作文発表やブラスバ
ンド部の演奏、広報映画の上映が行
われます。入場は無料です。
とき● 7月9日（木）　午後1時30分
ところ●コミュニティプラザ
　文化ホール
問合せ●保健福祉課福祉係
　☎ 76-3185

夏だ！祭りだ‼
ひかり納涼祭 

　ひかり学園と第 2ひかり学園、ア
ネックス恒例の「ひかり納涼祭」を開
催します。催し物など楽しい企画を
用意していますので、
ぜひ遊びに来てくだ
さい。
とき● 7月 18 日（土）
　午後 3時 30 分～ 6時
※雨天時は模擬店のみ中止
ところ●町民体育館・みどりの広場
問合せ●ひかり学園・髙安
　☎ 76-5500

消防職員を募集します
職務内容●消防職（初級）
採用予定者数● 2名
　※ 救急救命士免許取得者または救急救命士国家試験
　　受験資格取得者、同受験資格を平成 27 年度に取得
　　見込みの者を含む。
受験資格●昭和 62 年 4 月 2 日から平成 10 年 4 月 1 日までに生まれた
方で、学歴を問わない。

　※身体資格有り（身長・体重ほか、要問合せ）
申込書の配布●7月1日（水）から香取広域事務局、消防本部および各署所、
香取市役所および各支所、多古町・東庄町・神崎町役場の職員採用担当 
窓口 （多古町は総務課）

受付期間● 7月 28 日（火）～ 8月 14 日（金）
　※土・日を除く午前 8時 30 分～午後 5時 15 分
試験日● 9月 20 日（日）
試験会場●千葉県立佐原高等学校
申込み方法●職員採用試験申込書に写真を貼り、必要事項を記入の上、 
消防本部総務課へ持参または郵送【8月 14 日（金）の消印有効】

問合せ●香取広域市町村圏事務組合消防本部総務課 ☎ 0478-52-1191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）

　オリジナルストーリーに世界の名曲を
散りばめてお届けする演劇風コンサート。
とき●7月12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】小川嘉世　【ピアノ】谷塚裕美
　【テノール】飯沼友規、榛葉薫人
　【バリトン】浜田耕一
チケット料金●2,000円　[ 全席自由 ]

IL SENTIMENTO in 多古
～珠玉の名曲で綴る溢れる想い～

とき●8月9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。
出演者●【テノール】児玉洋介
　【ヴァイオリン】佐藤まどか
　【ピアノ】伊藤亜希子
演奏曲目●夏の思い出、きよしこの夜（オリジナル・ドイツ語）
　ベートーヴェン／ヴァイオリンソナタ「春」　山田和生／黒鍵のための桜
　宮城道雄／春の海　ほか

～四季をうたう～ ブレーメンの音楽会 in多古 2015

募集催しもの

児玉洋介 佐藤まどか 伊藤亜希子

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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