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■平成 28 年度前期技能検定試験■　職種●園芸装飾、金属熱処理など（50職種 81作業）　
受付期間●4月4日（月）～15日（金） ※受検資格、受検手数料など詳細はお問い合わせください。
問合せ●千葉県職業能力開発協会 ☎ 043-296-1150　http://www.chivada.or.jp

■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● 4月 23 日（土）午後 1時～ 4時　ところ●千葉
市中央コミュニティセンター　問合せ●千葉中央法律事務所 ☎ 043-225-4567

多古高等学校　募集とお知らせ
■開放講座　受講生を募集します
　野菜の植え付けや収穫、花壇苗の寄せ植え、ジャム・うどん作りなど
を楽しみませんか。生産流通科の生徒と一緒に
実習しますので、初心者の方も大歓迎です。
　どなたでも参加できます。
とき● 5月 11日（水）からスタート 【全10回】
　午後 1時 30分～ 3時 20分
募集人員● 10人（初めての方優先・申込み先着順）
受講料● 2,000 円（材料費は別途実費負担）
申込期間●4月 1日（金）～28日（木）
■野菜と草花の苗を販売します
　生徒たちが育てた苗です。種類も豊富にそろえました。
とき● 4月 13日（水）～ 19日（火）　※土日を除く
　午前 9時 15分～午後 3時 30分
苗の種類●ナス、トマト、キュウリ、ピーマン、唐辛子、
　　　　　サルビア、マリーゴールド、ガザニアなど

ところ●多古高校校舎裏　実習農場
申込み・問合せ●多古高校生産流通科☎ 76-2557 

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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文化ホールからお知らせ

午前9時～午後5時
4月24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）

　オペラ歌手とピアニストがお届けするオリジナル字幕付き演劇風コンサー
トです。
とき●4月2日（土）　【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　【バリトン】浜田耕一
　　　　　　　　　　　【ピ ア ノ】谷塚裕美
チケット料金●2,000円［全席自由］当日のみコミュニティプラザで販売

Legend of a Hero zero in 多古町 ～珠玉の名曲で綴る伝説の始め方～

市外局番の記載がないものはすべて「0479」です。

季節のお花を楽しみましょう！
四季のお花教室 

とき●① 5月 7日（土）
　　　② 7月 2日（土）
　　　③ 10 月 15 日（土）
　　　④ 12 月 25 日（日）
　　　【全 4回】
　午前 9時 30 分～ 11 時 30 分
内容● ①母の日のフラワーアレンジ
 ②苔玉作り
 ③プリザーブドフラワー
 ④お正月のフラワーアレンジ
ところ●コミュニティプラザ 2階
　第 4研修室
対象●町在住・在勤の方およびその
家族（18 名）

※応募多数の場合は抽選
参加費●材料費のみ
申込み・問合せ●4月1日（金）～19日 
（火）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

税務のスペシャリスト
国税専門官募集 

受験資格●①昭和 61 年 4 月 2 日～
平成 7年 4月 1日生まれの者

　②平成 7 年 4 月 2 日以降生まれ
の者で大学を卒業した者および
平成 29 年 3 月までに大学を卒業
する見込みの者

受付期間●4月1日（金）～13日（水）
※受験案内は人事院のホームペー
ジからもダウンロードできます。
（http://www.jinji.go.jp/saiyo/
saiyo.htm）

問合せ●佐原税務署総務課
　☎ 0478-54-1331

あなたの力を活かしてみませんか
JICA ボランティア2016年度春募集 
　開発途上国で活動する国際協力機
構（JICA）のボランティア制度や内容
についての説明会が行われます。参
加費は無料ですのでお気軽にご参加
ください。
とき● 4月 24日（日）
　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

どちらも入場無料です
ギャラリーなかまち 

■「春の山野草展」
とき● 4月 23 日（土）・24 日（日）
　午前 10 時～午後 5時
主催●多古町えびね愛好会
■高橋茂晴「多古焼」陶芸展
とき●4月28日（木）～5月1日（日）
午前 11 時～午後 5時

共通問合せ●秋葉☎ 76-2352

AIRPORT  MARKET
空市 －soraichi－ 

とき● 4月 23 日（土）
　午前 10 時～午後 3時
ところ●成田国際空港第2旅客ター
ミナル前中央広場

問合せ●成田国際空港振興協会
　公益推進課
　☎ 0476-34-6333

手厚い制度が受けられます
特定不妊治療費助成制度 

　平成27年4月1日以降に開始した 
治療（体外受精・顕微授精）について
医療費の一部を町も助成しています。
助成金額●上限 75,000 円
申請方法●県が交付する「千葉県特
　定不妊治療費助成承認決定通知
書」が届いてから町へ申請。

※申請に必要な書類や助成対象者な
ど詳細はお問い合わせください。

問合せ●保健福祉課健康づくり係
　☎ 76-3185

初診時には「紹介状」の持参を
国保旭中央病院 

　当院では、地域の医療機関と連携
しながら診療を行っており、原則と
して初診時にはかかりつけ医からの
紹介状が必要になります。
　なお、皮膚科・整形外科・眼科で
の初診受付については紹介状をお持
ちの方のみとなりますので、ご理解
とご協力をお願いします。
問合せ●国保旭中央病院☎ 63-8111

消防署からのお知らせ
危険物取扱者試験 

とき● 6月 19 日（日）
ところ●千葉科学大学（銚子市）
試験の種類●甲種・乙種（全種）・丙種
受付期間●
【書面受付】4月4日（月）～22日（金）
（土・日除く）

【電子受付】4月1日（金）～19日（火）
※インターネットによる電子申請に
ついて消防試験研究センターのＨＰ
よりご確認ください。

　（http://www.shoubo-shiken.or.jp）
願書の配布●香取広域市町村圏事務
組合消防本部予防課・分署等

願書受付・問合せ●消防試験研究セ
ンター千葉県支部

　（〒260-0843 千葉市中央区末広
2-14-1）

　☎ 043-268-0381

募集催しもの お知らせ
入場料のみでお楽しみいただけます

航空科学博物館 
■企画展示　成田空港飛来機展
　特別な塗装や初飛行の機体などが
写真や模型で紹介されます。
とき●4月1日（金）～5月29日（日）
■ゴールデンウィーク行事
　①和太鼓演奏会
　②マジックショー
　③大道芸
とき●① 5月 3日（火・祝）、② 5月 
4 日（水・祝）、③ 5月 5日（木・祝）

※ゴールデンウィーク中の各イベン
トは、1回目は正午から、2回目
は午後 3時から行われます。

問合せ●航空科学博物館☎78-0557

旭中央病院

くらしの情報

■軽自動車税
■水道料金
※�口座振替日は5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。

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●4月13日（水）
　�平成27年5月～6月生まれの乳
児と未実施者

2歳児歯科健診●4月12日（火）
　�平成25年11月～平成26年1月
生まれの幼児と未実施者

3歳児健診●4月22日（金）
　�平成24年11月～12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。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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