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■ 2 月は省エネルギー月間です■　冬季は暖房の使用などによってエネルギーの消費が増
大する季節です。一人ひとりが毎日のくらしの中で省エネルギーを実践することが大切です。
職場や家庭などにおける過度な暖房に気をつけましょう。

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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■飛行機工作教室■　ゴム動力飛行機を作って飛ばしてみましょう。
とき● 2月 11日（木・祝）午後1時～ 2時 30分　ところ●航空科学博物館1階多目的ホール
定員●小学生以上で先着 40名　参加費● 300円　問合せ●航空科学博物館☎ 78-0557

文化ホールからお知らせ 午前9時～午後5時
2月28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）

チケット発売中

チケット発売中

入場無料

■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。
演奏曲目●ベートーヴェン╱トルコ行進曲
　　　　　L. モーツァルト╱おもちゃのシンフォニー ほか
※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。

■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
　ゆっくりとクラシックの名曲を楽しむプログラム。
※4歳未満は入場できません。
演奏曲目●サラサーテ╱チゴイネルワイゼン
　　　　　ショパン╱革命 ほか
とき●3月12日（土）
出演●アンサンブル・ディヴェルターズ
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 ]

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

ウィーンの風　～Special～

ロビーコンサート 「女の愛と生涯」

ファミリーコンサート 「音楽のおくりもの」

　ウィーンフィルに日本人で初めて入団した稀代のヴァイオリニスト白井圭
が、ウィーンの風と共演。美しい響きをお届けいたします。
とき●3月26日（土）【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演●【ヴァイオリン】白井圭
　　　ウィーンの風:【ピアノ】大石舞　【チェロ】宇野健太
演奏曲目●クライスラー／ウィーン奇想曲 p.2
　　　　　ドヴォルザーク／ピアノ三重奏曲第4番「ドゥムキ」 ほか
チケット料金●2,500円　[ 全席自由 ]　※コミュニティプラザのみで販売

とき●2月27日（土）【開場】午後1時30分　【開演】午後2時
出演●【メゾソプラノ】林節子　【ピアノ】菅井幸子
演奏曲目●シューマン／歌曲集「女の愛と生涯」より
　　　　　シューベルト、ブラームス、中田喜直／子守唄 ほか

市外局番の記載がないものはすべて「0479」です。

　コミュニティプラザ図書室は、新図書館へ移転準備のため 3月6日（日）
～ 4月中旬の間休館します。休館中の本の返却は、返却ボックスまたは
コミュニティプラザ窓口へお願いします。
問合せ●コミュニティプラザ図書室☎ 79-3406
　　　　生涯学習課社会教育係☎ 76-7811

コミュニティプラザ 図書室休館のお知らせ

　取引や検査証明行為を行う商店・工場・病院などの計量器は計量法の定
めにより検査が必要です。役場で行う定期検査を受ける方で、郵送で届い
た調査書の提出がまだお済みでない場合は提出をお願いします。なお、新
規事業者など初めて定期検査を受ける事業所は、お問い合わせください。
提出・問合せ●産業経済課経済振興係☎ 76-5404
※検査日は 2月 16 日（火）～ 18 日（木）役場附属棟を予定しています。

　2月 1日（月）から学生を対象に平日学生 3カ月定期券の販売を開始し
ます。購入の際、在学中であることを証明する書類の提示が必要です。
平日学生定期券の提示で土・日・祝日は 100 円の運賃で乗車できます。
販売金額● 18,000 円　販売場所●千葉交通㈱多古営業所
問合せ●企画財政課企画政策係☎ 76-5409

多古町ダンスフェスティバル2016
　あの感動をふたたび！ 装いも新たに9種類のダンスが共演‼
　子どもから大人までバラエティ豊かなダンスを披露します。
　フラダンスやピアダンス、社交ダンスを中心に、ヒップホップやストリー
トダンス、モダンバレエ、よさこいソーラン、フラメンコに日本舞踊と 
多彩なダンスです。皆さんお誘い合わせ
の上ご来場ください。
とき●2月21日（日） 正午～午後4時
主催●多古町文化協会ダンス部
後援●多古町教育委員会
問合せ●勝又☎76-4560
　当日は、パンやおにぎり、飲み物などを文化ホールロビーにて販売いたします。

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● 2月 21 日（日）　
　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

ひなまつり展
ぎゃらりぃ トキノオト 

とき●2月19日（金）～3月7日（月）
　毎週金曜:午後1時30分～4時頃
　 毎週土日月曜 :午前 10時 30分～ 
午後4時頃（3月1日～3日は開館 
します。時間は午前10時30分～
午後4時頃まで）
※ 期間中にお内裏様作りを行いま
す。先着 10 名までですので希望
者は早めにお申し込みください。
申込み問合せ●小島
　;080-5493-9843

小学生も親子で参加できます
健康ウォーキング 

　歩行時間は見学・休憩を除き 3時
間程度です。皆さんの参加をお待ち
しています。
とき● 2月 28 日（日）　※雨天中止
　午前 7時コミュニティプラザ出発
ところ●神奈川県三浦半島
参加費● 1人 2,000 円（当日集金）
対象●町在住・在勤の方およびその
家族

定員●25名（応募多数の場合は生涯 
学習課で抽選）

申込み問合せ●2月2日（火）～14日
（日）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

入場料無料です
ギャラリーなかまち 

　フォトサークルさざんか主催の写
真展。ぜひ作品を見に来てください。
■「花鳥風月Ⅱ」
とき● 2月 10 日（水）～ 16 日（火）
■「秋の奥州路を行く」
とき● 2月 18 日（木）～ 24 日（水）
※どちらも午前 9時～午後 5時まで
　（各最終日は午後 3時まで）
問合せ●金村☎ 79-3705

催しもの

入場は無料です

2 年に 1回の検査です 計量器定期検査

多古―成田空港間 シャトルバス学生定期券について

くらしの情報

■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2月29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。

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●2月10日（水）
　�平成27年3月～4月生まれの乳
児と未実施者

1歳6カ月児健診●2月12日（金）
　�平成26年6月～8月生まれの幼
児と未実施者

3歳児健診●2月19日（金）
　�平成24年9月～10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。

■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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