
18

■冬の華・サザンカ展■　とき● 12月 1日（火）～平成 28年 1月 31日（日）（※ 12月 27日～ 
1 月 4日まで休館）　午前 9時 30 分～午後 4時 30 分　ところ●国立歴史民俗博物館　くらし 
の植物苑　問合せ●ハローダイヤル☎ 03-5770-8600

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。
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■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・労働安全衛生管理者・ソーシャルワーカーなどが
相談に応じ、問題解決に当たります。　とき● 12月 19日（土） 午後 1時～ 4時　ところ●船橋
市勤労市民センター　問合せ●千葉中央法律事務所☎ 043-225-4567

文化ホールからお知らせ 午前9時～午後5時
12月27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）

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

チケット発売中

12月12日チケット発売

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 ]

チケット料金●各公演とも　一般          1,000円
　　　　　　　　　　　　　中学生以下    500円 　[ 全席自由 ]

■わいわいコンサート 【開場】午前10時 【開演】午前10時30分
　小さいお子さんと一緒にクラシックを楽しむプログラム。 
■アフタヌーンコンサート 【開場】午後2時 【開演】午後2時30分
　4歳以上を対象にした、ゆっくりとクラシックの名曲を楽しむプログラム。
とき●平成28年3月12日（土）　出演●アンサンブル・ディヴェルターズ

※4歳未満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
　中学生以下料金となります。

クリスティアン・トカチェフスキ
クリスマス・ピアノリサイタルⅡ

ファミリーコンサート 「音楽のおくりもの」

　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。欧米やアジアで精力的な演奏活動を行ってお
り、現在はショパン国際音楽コンクール審査委員長、
コネチカット・ショパン協会の会長を務めています。

とき●12月6日（日）　【開場】午後2時　 【開演】午後2時30分
出演● Y’s company：  【テノール】飯沼友規 【メゾソプラノ】光村舞
 【バリトン】浜田耕一、松井永太郎 【ピアノ】谷塚裕美
チケット料金●2,000円［全席自由］ ※未就学児は無料
　　　　　　　チケットは当日のみコミュニティプラザで販売

　クラシック演奏家の枠を超えたエンターテインメント集団がお届けする
クリスマスフェスティバル‼　ぜひお楽しみください！

Y’s companyクリスマスフェスティバル2015

市外局番の記載がないものはすべて「0479」です。

とき●平成28年1月11日（月・
祝）午後 1時から

　【雨天の場合 17 日（日）】
ところ●栗山川あじさい橋周辺
問合せ●かもちんの会 
　佐藤;090-1457-1630

　香取健康福祉センターでは、
障害を理由とする差別に関する
相談に応じています。
　まずはお気軽にご相談くださ
い。
受付時間●毎週月曜～金曜日
　（祝日除く）午前9時～午後5時
問合せ●香取健康福祉センター
☎ 0478-52-3613　

たこ揚げ大会共に暮らしやすい社会を
自慢のたこで競い合おう！障害のある人もない人もナリタエアポート　クリスマス・フェスティバル2015

　6mの巨大ツリーの点灯式や豪華賞品が当たる抽選
会など楽しいコンテンツが盛りだくさん！
　会場内では、多古こども園の園児たちが可愛らしく
飾り付けたミニツリーが皆さんのご来場をお待ちして
います。今年は成田空港で素敵なクリスマスを過ごし
ませんか。
とき●12月12日（土）午前10時～午後6時30分
ところ●成田空港第2ターミナルビル前中央広場
問合せ●クリスマス・フェスティバル実行委員会
　事務局☎0476-34-5858

20歳の誓い
『成人の日』記念式典 

　新成人の門出を皆でお祝いしま
しょう。ご来場をお待ちしています。
とき●平成 28 年 1月 10 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

入館料のみでお楽しみいただけます
航空科学博物館 

■やさしい航空のはなし
　航空機の誘導・交通整理を行って
いる「ランプコントローラー」の業務
や成田空港のお仕事についてご紹介
します。
とき●12月 6日（日）  午後 1時から
■クリスマスイベント
　クリスマスソング中心のコンサー
トが催されます。
とき● 12 月 23 日（水・祝）
　【1回目】正午から
　【2回目】午後 3時から
問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557

ぜひご参加ください
多古町消防団消防出初式 

　消防表彰や多古中学校ブラスバン
ド部の演奏が催されます。
とき●平成 28 年 1月 9日（土）
　午前 10 時～正午
※ ブラスバンド部の演奏は午前11時 
30 分からの予定です。
ところ●コミュニティプラザ
　文化ホール
問合せ●総務課交通防災係
　☎ 76-2611

にこにこルームのクリスマス会
多古町女性ネットワークこだま会 
　今年のクリスマス会は「みる」「つ
くる」をテーマに、人形劇とバルー
ンアートなど、わくわく・ドキドキ
の催しものが企画されます。入場無
料ですので、皆さんぜひご参加くだ
さい。
とき● 12 月 12 日（土）
　午後 1時 30 分から
　（受付は午後 1時 20 分）
ところ●コミュニティプラザ 3階
　多目的ホール
問合せ●平山;090-5804-6490

チャリティーコンサート
成東高校　吹奏楽部 

　昼夜公演で曲目が異なり、どちら
も楽しめるコンサートです。
とき● 12 月 23 日（水・祝）　
　昼の部【開演】 午後 1時から
　夜の部【開演】 午後 6時から
※各開演時間の 30 分前から開場
ところ●成東文化会館のぎくプラザ
　（山武市殿台 290-1）
入場料●前売券 300 円
　　　　当日券 350 円
問合せ●成東高校☎ 0475-82-3171
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祝
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11月15日

くらしの情報

■町県民税　■介護保険料
■水道料　■国民健康保険税
■後期高齢者医療保険料
※�口座振替日は12月25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。

今月の納税等

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●12月9日（水）
　�平成27年1月～2月生まれの乳
児と未実施者

3歳児健診●12月11日（金）
　�平成24年7月～8月生まれの幼
児と未実施者

子どもの健診

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。
※ 年末年始の業務の詳細は、20

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。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。

ごみの出し方

住民課･税務課休日開庁日
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