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 お月見
どろぼう

■やさしい航空のはなし「客室乗務員のおはなし」■　客室乗務員の経験者から仕事の魅力
や体験談など生の声を聞くことができる講演会です。　とき● 10月 25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　問合せ●航空科学博物館☎ 78-0557

チケット発売中

　皆さんは多古町にもあった“お月見どろぼう”という
風習を知っていますか？
　“お月見どろぼう”は江戸時代から伝わる風習で、お
月見のお供え物を中秋の名月（十五夜）の日に限って盗
んでいいというものです。本来、“どろぼう”は犯罪で

すが、このイベントを通じて“子どもたちに礼儀作法や相手に対する思
いやりの心を伸ばすきっかけ”になればと、今回も「商店街を歩いて回
り、合言葉をきちんと言えた子どもにはプレゼントがもらえる」という
ハロウィンとウォークラリーをミックスしたイベントを開催します。
開催日●10月24日（土）　※雨天時は町民体育館でミニイベント開催
申込受付●9月26日（土）～10月3日（土） 公開抽選日●10月11日（日）
※ 申込用紙および申込受付箱は多古町コミュニティプラザに設置して
あります。詳細は申込用紙にてご確認ください。
主催●多古町商店街 起志回生の会
問合せ●多古町商工会☎76-2206

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。

今年の優勝はどこの地区⁉
第57回 町民大運動会 

　「スポーツで 明るく元気に まち
づくり」をテーマに開催します。
優勝を目指して頑張ろう‼
とき●10月10日（土）午前9時競技 
開始【予備日 11 日（日）】

ところ●多古第一小学校運動場
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

染織展「陽月」
ぎゃらりぃ トキノオト 

　北海道在住・雨宮節子さんの藍染
や草木染の作品展です。
とき● 10 月 2日（金）～ 26 日（月）
　毎週金曜:午後1時30分～4時頃
　毎週土日月:午前10時30分～午後 
4 時頃

ところ●多古町北中 2086-8
問合せ●小島;080-5493-9843

素敵な作品たちに会いに来て！
ギャラリーなかまち 

　JA 女性部ペン習字教室の作品展
示会を開催します。入場は無料です。
とき● 10 月 9日（金）～ 11 日（日）
　午前 9時～午後 5時
　（11 日は午後 3時まで）
問合せ●金村☎ 79-3705

平成28年度入校生を募集
旭高等技術専門校 

募集科目●①NC機械加工科（1年間） 
8 名②自動車整備科（2年間）10 名

募集期間●①②ともに10月6日（火） 
～ 11 月 5日（木）

問合せ●千葉県立旭高等技術専門校
　☎ 62-2508

ボランティアに参加しませんか
第56回 多古町近隣中学校駅伝大会 
　多古町で行われる近隣中学校駅伝
大会の運営を手伝っていただける方
を募集します。
とき●平成 28 年 1月 31 日（日）
ところ●道の駅多古「あじさい館」周辺
申込期限● 12 月 25 日（金）
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
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■「目の愛護デー」無料電話相談■　眼科医が目の健康について相談に応じます。事前申し込
みは不要です。　とき●10月 12日（月・祝）午前 9時～午後 4時　相談電話☎ 043-242-4271（当
日のみ）　問合せ●千葉県眼科医会事務局☎ 0436-26-5567

チケット発売中

チケット発売中

文化ホールからお知らせ

　開発途上国で活動する JICA ボラ
ンティアの制度や内容について説明
会を行います。参加費は無料ですの
でお気軽にご参加ください。
とき●10月24日（土）午後2時～4時
ところ●千葉商工会議所
　14 階第 1ホール
問合せ●JICA青年海外協力隊事務局 
　募集課☎ 03-5226-9813
　HP（www.jica.go.jp/volunteer/）

JICA ボランティア2015年度秋募集

■町県民税　■介護保険料
■国民健康保険税　■水道料
■後期高齢者医療保険料
※�口座振替日は11月2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。

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●10月14日（水）
　�平成26年11月～12月生まれの�
乳児と未実施者

2歳児歯科健診●10月20日（火）
　�平成25年5月～7月生まれの幼
児と未実施者

3歳児健診●10月23日（金）
　�平成24年5月～6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。なお、12 
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
■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
10月25日（日）

The information of the living

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）

とき●11月18日（水） 【開場】午後6時
  【開演】午後6時30分
出演●辻彩奈【ヴァイオリン】　碓井俊樹【ピアノ】
チケット料金●一般　　　2,000円
　　　　　　　高校生以下1,000円   [ 全席自由 ]

　神秘的な打楽器「波
は

紋
も

音
ん

」の音色とともに幻想的な
「平家物語」の世界へいざないます。
とき●10月25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●【語り】金子あい　【波紋音】永田砂知子
チケット料金●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）、申し込みは日本寺まで

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

辻彩奈ヴァイオリンリサイタル

多古日本寺コンサート
平家物語の夕べ  ～祇園精舎・倶利伽羅落・実盛・木曾最期～

10月 4日（日）チケット発売

とき●11月29日（日） 【開場】午後3時45分
  【開演】午後4時30分
チケット料金●一般　　6,500円
　　　　　　　小中学生2,000円 
　　　　　　　[全席指定 ]

※小学生は保護者の同伴が必要です。また、 
未就学児は保護者の膝の上でご覧いただく 
場合は無料、席が別に必要な場合は小中学 
生料金となります。

25周年記念全国ツアー
BEGINコンサート 2015-2016

とき●11月15日（日）　【開場】午後2時
　　　　　　　　　　 【開演】午後2時30分
出演● Y

，
s opera chorus【合唱】

　　　 Y
，
s company:

　　　浜田耕一【演出・司会・バリトン】
　　　飯沼友規【指揮・テノール】
　　　伊藤真友美【ソプラノ】　榛葉薫人【テノール】　谷塚裕美【ピアノ】
チケット料金●2,000円　[ 全席自由 ]　※未就学児は無料

ワイズオペラコーラス 第1回定期演奏会

市外局番の記載がないものはすべて「0479」です。

催しもの 募集
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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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