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■借金の返済でお悩みの方へ■　解決のための助言を行い、必要に応じ法律専門家を紹介し
ます。相談は無料、秘密は厳守します。　受付時間●月～金（祝日を除く）午前 8時 30分～正午、
午後 1時～ 4時 30分　問合せ●財務省 千葉財務事務所 債務相談窓口☎ 043-251-7830

■放送大学　10 月生募集■　平成 28年度第 2学期の学生を募集しています。
出願期限●【第 1回】8月 31日（水）　【第 2回】9月 20日（火）
※資料請求は無料ですのでお気軽にご請求ください。
問合せ●放送大学千葉学習センター☎ 043-298-4367

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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延べ 4,778人

（1日平均 159.3人）
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（6月受付分・敬称略）
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
8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）

期日●9月25日（日）～27日（火） 2泊3日
募集人数●先着80名
参加費●62,000円
対象者●多古町在住または在勤の方
募集締切●8月19日（金）
問合せ●企画空港政策課企画政策係☎76-5409

瀬戸内海の絶景と史跡をめぐる
～伝統の名湯　道後・ことひら温泉の旅～

入場無料

入場無料

とき●8月7日（日）【開場】午後1時30分　【開演】午後2時
※小学3年生以下の方は保護者同伴でお願いします。
出演●【バス】大澤建　【ヴァイオリン】佐藤まどか　【ピアノ】伊藤亜希子
演奏曲目●サラサーテ／チゴイネルワイゼン、ピアソラ／リベルタンゴ、ファ
リャ／恋は魔術師より「火祭りの踊り」ほか

とき●9月25日（日）【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演●成田フィルハーモニー管弦楽団　【指揮】福島康晴
　　　【ヴァイオリン】若林佳水　【ナレーション】細川ふみえ
演奏曲目●チャイコフスキー／「くるみ割り人形」組曲より、N. ロータ／ロミ 
オとジュリエット、E. モリコーネ／ニュー・シネマ・パラダイス、久石
譲／オーケストラストーリーズ「となりのトトロ」ほか

問合せ●成田フィルハーモニー管弦楽団事務局;090-4611-5657（天野）

ブレーメンの音楽会 in多古　2016

トヨタコミュニティコンサート in多古

～音の魔法・オペラと舞曲をめぐって～

成田フィル ファミリーコンサート

市外局番の記載がないものはすべて「0479」です。

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● 8月 21 日（日）
　午前 8時～午後 5時（開場 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●男子ダブルス・女子ダブルス
参加資格●千葉県在住・在勤・在学の 
硬式テニス初心者・初級者の方

参加費● 1組 2,000 円（保険料込）
申込み● 8月 6日（土）から
　FAX 68-1063
　{tousou@cue-net.or.jp
申込み・問合せ●東総運動場　
　午前 9時～午後 5時（月曜定休）
　☎ 68-1061

フォトサークルさざんか写真展
ギャラリーなかまち 

期間●7月29日（金）～8月5日（金）
午前 9時～午後 5時
（最終日は午後 3時）※入場無料
問合せ●金村☎ 79-3705

8月中は毎日開館！
航空科学博物館 

■飛行機工作教室
　お子様向けのゴム動力飛行機を
作って飛ばす教室です。
とき● 8月 13 日（土）～ 15 日（月）
　午後 1時～ 2時 30 分
参加費● 300 円（材料費）
定員● 40 名
　（先着順で原則小学生以上）
問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557

募集催しもの
募集人数●各 1名（正規職員）
勤務時間●
　〔日勤〕どちらも午前 8時 30 分
　　　　～午後 5時 15分
　〔夜勤〕午後4時30分～午前9時 
　　　　（介護福祉士のみ）
　看護師は、訪問看護ステーショ
ン配属となり、待機あり。
応募期限● 8月 12日（金）
※ 手当や応募方法について詳しく
はお問い合わせください。
問合せ●国保多古中央病院
　庶務係☎ 76-2211

看護師・介護福祉士を
募集します

多古町民ふれあい号の旅第34回 

松山城 金刀比羅宮

募集中

夏休みの自由研究×れきはく
国立歴史民俗博物館（佐倉市） 

■「手作り兜
かぶと

をつくる」
　折り紙を使って自分だけの変わり
兜をつくりましょう。
とき●8月9日（火）～9月19日（月・祝）
の間で数回

■「れきはくを使った自由研究相談室」
　自由研究で悩む子どもたちに、相
談員がアドバイスを行います。
とき● 8月 6日（土）・7日（日）
　午前 10 時～午後 4時
　（受付は午後 3時まで）
共通問合せ●国立歴史民俗博物館
　☎ 043-486-0123

　声優で脚本家の佐久間レイさんによる講演、多彩なワークショップなど、
楽しみながら身近な男女共同参画について考えるイベントです。
とき● 8月 7日（日）　午前 9時 45分から
ところ●千葉県青少年女性会館 （千葉市稲毛区天台 6-5-2）
※参加には事前申込みが必要です。詳しくはお問い合わせください。
申込み・問合せ●千葉県男女共同参画センター（月曜休）
　☎ 043-252-8036

千葉県男女共同参画センターフェスティバル2016＆ネットワーク会議

　8月下旬に新成人の皆さんへ募集のはがきをお送りします。
式典●平成 29 年 1月 8日（日）
対象●平成 8年 4月 2日から平成 9年 4月 1日生まれの
　町内在住者および平成 23 年度多古中学校卒業生
※はがきが届かなかった場合は、お問い合わせください。
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

思い出に残る式典を  平成29年成人式実行委員を募集します

※ 資格は平成 29 年 4月 1日現在の年齢です。
問合せ●自衛隊千葉地方協力本部成田地域事務所☎ 0476-22-6275

平成28年度　防衛省自衛官募集！

種　目 資　格 受付期間 試験日
自衛官候補生
（男子）

18歳以上
27歳未満の者 7月1日（金）～

9月8日（木）　
（締切日必着）

受付時にお知らせ

自衛官候補生
（女子）

9月23日（金）～27日
（火）の指定する1日

一般曹候補生
9月16日（金）・17日
（土）の指定する1日

航空学生
（パイロット）

18歳以上21歳未満の
高卒者（見込み含む）

9月22日（木・祝）

くらしの情報

■町県民税　■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8月31日（水）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●8月10日（水）
　�平成27年9月～10月生まれの乳児�
と未実施者

1歳6カ月児健診●8月5日（金）
　�平成26年12月～平成27年2月
生まれの幼児と未実施者

3歳児健診●8月19日（金）
　�平成25年3月～4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

11日（木）は祝日ですが、通常
どおり収集します。

■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

15 2016.8


