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■目の健康講座■　緑内障および加齢黄斑変性についての無料講演会が行われます。
とき● 11月 15日（日）午後 1時～ 4時　ところ●京葉銀行文化プラザ 6階　問合せ●千葉県眼
科医会事務局☎ 0436-26-5567（月曜から金曜の午前 10時～午後 4時）

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お問い合わせください。

紅葉の季節です
秋の健康ウォーキング教室 

とき● 12 月 2日（水）　※雨天中止
　午前 7時コミュニティプラザ出発
ところ●養老渓谷（千葉県市原市）
　【歩行時間】約 90 分
参加資格●町在住・在勤の方
　（ある程度体力に自信のある方）
定員●25名（応募者多数の場合は生 
　涯学習課により抽選）
参加費● 1名 1,500 円【当日集金】
　（交通費ほか）
持参品●昼食・飲み物・雨具・タオ
ル・保険証・軍手など

その他●ウォーキングに適した服装
および靴

申込み問合せ● 11月 1日（日）～ 15
日（日）（月曜日は除く）までにコ
ミュニティプラザ内生涯学習課
社会教育係☎ 76-7811

一緒にさわやかな汗を流しましょう
多古町パークゴルフ会 

　毎月第2土曜日にさくら公園パーク 
ゴルフコート（船越）で活動していま
す。11月は 14日（土）に開催します
ので興味のある方はぜひこの機会に
会員に入りませんか。入会の手続き
等詳しくはお問い合わせください。
問合せ●高萩☎ 76-3619

やさしい航空のはなし「エアカーゴ」
航空科学博物館 

　成田空港で重要な地位を占める航
空貨物に焦点をあてた講演です。
とき●11月15日（日）　午後1時から
問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557

着物姿で町を散策しませんか
わぁーかちぃーと 

とき● 11 月 29 日（日）
　午前 9時～午後 2時
ところ●わぁーかちぃーと【9時集合】
参加費●無料（飲食費は自己負担）
※ 着付けを希望される方は事前に申
し込みをして、当日着物一式を持
参ください。
申込み問合せ●小川
　;090-3682-4113

サーブ・スマッシュ・ボレー
第23回町民ソフトテニス大会 

とき● 11月 14日（土）
　※予備日 21日（土）
　【開会式】午前 8時 30分から
ところ●町民テニスコート
　（水戸工業団地）
種目●一般男子・一般女子・一般混
合・小学生（すべてダブルス）

参加資格●町在住・在勤・在学の方
参加費●小学生 1組 1,000 円
　一般 1組 2,000 円（当日集金）
申込み問合せ●11月 13日（金）まで
にコミュニティプラザ内生涯学習
課社会体育係☎ 76-7811

始めてみませんか
ヨガ倶楽部 

とき●毎週水曜　午後8時～9時30分
ところ●コミュニティプラザ
　第 3研修室
会費●月額 3,000 円
用意するもの●動きやすい服装
※ 無料体験もできますので、お問い
合わせください。
問合せ●穴澤☎ 75-0425
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■大久保利通とその時代■　明治維新を推し進めた中心人物の一人である「大久保利通」に 
スポットを当てた展覧会が国立歴史民俗博物館（佐倉市）で開催中です。　とき●10月 6日（火）
～12月 6日（日）　問合せ●ハローダイヤル☎ 03-5777-8600

チケット発売中

文化ホールからお知らせ

■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11月30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●11月6日（金）
　�平成27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13日（金）
　�平成26年3月～5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、3日 

（火）、23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
11月29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

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）

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

チケット発売中

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●12月24日（木）　【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　高校生以下 1,000円　[ 全席自由 ] 

クリスティアン・トカチェフスキ
クリスマス・ピアノコンサート

市外局番の記載がないものはすべて「0479」です。

■菊花展【入場無料】
とき●11月6日（金）～13日（金）
　午前 10 時～午後 5時
主催●多古町愛花会

楽しいイベント盛りだくさん！ ギャラリーなかまち

■「奥日光紀行」写真展【入場無料】
とき● 11 月 20 日（金）～ 26 日（木）　 
　午前 9時～午後 5時
※ 26 日は午後 3時まで
主催●フォトサークルさざんか 8人展

共通問合せ●金村☎ 79-3705

■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。
とき● 11 月 29 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

　最近、活発な活動を続けている火山の問題や、世界で活躍するプロテ
ニスプレーヤー錦織圭選手についての講演が催されます。

第 1部 午後 2時 10 分～ 3時 10 分
　演題「我が国の火山活動の現状と今後」
第 2部 午後 3時 30 分～ 5時
　演題「錦織圭・世界に通用する思考」
　　　 ～トップアスリートに学ぶ勝利の

心理・行動パターン～

とき● 11 月 17 日（火）
ところ●ヒルトン成田
申込み問合せ●一般財団法人
　成田国際空港振興協会
　公益推進部公益推進課
　☎ 0476-34-6393

無料講演会が行われます
千葉県生涯大学校

東総学園

■平成28年4月入学生募集
対象●県内在住の55歳以上の方
（昭和36年4月1日以前生まれ）
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、
①2年制、②③1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（火）～12月 
28日（月）

問合せ●千葉県生涯大学校東総学
園☎25-2035

　（〒288-0813銚子市台町2203）

多古中央病院職員募集
平成28年4月1日採用
職種●①看護師　若干名
　　　②診療放射線技師　1名
　　　③臨床検査技師　1名
　　　④介護福祉士　1名
提出書類●履歴書、資格免許証の
写し（平成28年春季資格取得見
込み含む）

申込期限●12月11日（金）まで
申込み問合せ●多古中央病院庶務係 
☎76-2211

11月は
「児童虐待
 防止推進
 月間」です

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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