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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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この欄に掲載を望まない場合は届け出時に

受付窓口へお申し付けください。
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文化ホールからお知らせ 午前9時～午後5時
3月27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）

チケット発売中

チケット発売中

■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。
※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。
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 ]

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

ファミリーコンサート 「音楽のおくりもの」

チケット発売中ウィーンの風　～Special～
　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。春の風にのって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
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

市外局番の記載がないものはすべて「0479」です。

多古中学校ブラスバンド部定期演奏会

支え合える社会をつくろう！ 第29回多古町社会福祉大会

　歌あり、ダンスあり！ クラッシックから演歌、ポップスなど
皆さんが楽しめる曲が演奏されますので、ぜひお越しください。
とき●3月13日（日）【開場】午後0時30分　【開演】午後1時
ところ●コミュニティプラザ文化ホール
入場料●無料　[全席自由]　問合せ●多古中学校☎76-5261

　顕彰、小中学生の発表、ものまねタレント「一木ひろし」
さんによるアトラクションなどが催されます。
とき●3月5日（土）【受付】午後1時　【開会】午後1時30分
ところ●コミュニティプラザ文化ホール　　入場料●無料
問合せ●多古町社会福祉協議会☎76-5940

入場料のみでお楽しみいただけます
航空科学博物館 

■航空ジャンク市
　普段手に入らない航空部品や航空
機模型、エアライングッズなどが格
安で販売されます。
とき● 3月 5日（土）・6日（日）
　午前 10 時～午後 5時
　（6日は午後 4時まで）
■「パイロットのおはなし」
　現役パイロットによる業務内容や
体験談などの講演会です。
とき● 3月 20 日（日）午後 1時から

問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557

ひかり学園利用者絵画作品展
ギャラリーなかまち 

　数多くの中から選りすぐりの作品
が展示されます。入場は無料ですの
でぜひご覧ください。
とき●3月26日（土）～4月3日（日）
　午前 10 時～午後 2時
問合せ●金村☎ 79-3705

特集展示「和宮ゆかりの雛かざり」
国立歴史民俗博物館（佐倉市） 

　皇室から徳川家に嫁いだ和宮が愛
した雛人形類が展示されます。
とき● 4月 3日（日）まで
　 午前 9時 30 分～午後 5時
　（最終入館は午後 4時 30 分）
入場料●一般 420 円、高校生・大学 
　生 250 円、中学生以下無料
問合せ●ハローダイヤル
　☎ 03-5777-8600

子どもゆめ基金助成活動事業
自然から学ぶ子ども防災キャンプ 
　刑部岬や屏風ヶ浦の海と森を探検
しましょう。集合場所など詳しくは
お問い合わせください。
とき● 3 月 20 日（日）午前 10 時～
　午後 3時 30 分
参加費● 500 円
対象●小学生（家族での参加も可）
申込み問合せ●NPO法人光と風
　☎ 57-5769

第4級アマチュア無線技士
養成課程講習会受講生を募集 

とき● 5月 8日（日）・15 日（日）
　【全２回】
　両日共に午前9時～午後4時40分
ところ●多古町商工会館
受講料● 22,750 円
　18 歳以下 7,750 円
定員● 54 名（先着順）
申込み問合せ●石田滋康
　☎ 76-2401

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● 3月 27 日（日）
　午前8時～午後5時（開場午前7時）
ところ●千葉県総合スポーツセン
ター東総運動場（旭市清和乙 621）

種目●ミックスダブルス
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

※ 現役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● 3月 5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。
問合せ●東総運動場　
　午前 9時～午後 5時（月曜定休）
　☎ 68-1061

「道路ふれあい月間」推進標語募集
国土交通省 

応募期間● 3月 31 日（木）まで
部門●小学生の部・中学生の部・
　一般の部（高校生以上）
応募方法●はがきに標語と必要事項
（氏名とフリガナ、住所、電話番
号、性別、年齢、応募部門の別）
を記載のうえ、郵送してくださ
い。国土交通省のHPからも応募
できます。

郵送先・問合せ●
　〒 100-8918　東京都千代田区
　霞が関 2-1-3 国土交通省 道路局
　道路交通管理課
　☎ 03-5253-8111

催しもの 募集
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＆クリストファー・ハーディ
デュオコンサート
　ハープの美しい音色とパーカッションによる唯一無二の音の世界をお楽し
みください。
とき●3月27日（日）　【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演●【ハープ】彩愛玲　　【パーカッション】クリストファー・ハーディ
チケット料金●一般 2,000円　高校生以下 1,000円　[全席自由 ] 

くらしの情報

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●3月4日（金）
　�平成27年10月～11月生まれの
乳児と未実施者

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。特に、路上集荷
の箇所は交通の妨げとなるので、
収集日以外はごみを置かないよ
うご協力をお願いします。

■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。

ごみの出し方

住民課･税務課休日開庁日
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