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■全国一斉！法務局休日相談所■　登記、境界、戸籍など法務局業務の相談に応じます。相
続登記公開講座あり。事前予約優先です。　とき● 10月 2日（日）午前 10時～午後 4時
ところ●千葉地方法務局本局　問合せ●千葉地方法務局総務課☎ 043-302-1311

■知っていますか？建退共制度■　この制度は、建設業を営む事業主の方々が労働者の働い
た日数に応じて掛金を積み立てて、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに退職
金を支払うという制度です。制度の内容や手続きについて詳しくはお問い合わせください。
問合せ●建退共千葉県支部☎ 043-246-7379

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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（7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
9月25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）

入場無料

とき●9月11日（日）　【開場】午後1時30分　【開演】午後2時
出演●NTSヴォカーレ :【ピアノ】渡邊舞子　【ソプラノ】齋藤ルミ子
　　　　　　　　　　　　【バリトン】星野徹也、郡司春彦
演奏曲目●クルティス╱帰れソレントへ、ベッリーニ╱3つのアリエッタ、高
田三郎╱くちなし、小林秀雄╱落葉松、モーツァルト╱歌劇「ドン・ジョヴァ
ンニ」より「手をつないで」、プッチーニ╱歌劇「ラ・ボエーム」より「私が街を
歩けば」　 ほか

文化ホールロビーコンサート
イタリアの歌・日本の歌・オペラアリア＆二重唱

市外局番の記載がないものはすべて「0479」です。

ぜひご参加ください
第7回多古町チャリティーゴルフ大会 
とき● 10 月 24 日（月）※雨天決行
ところ●成田ハイツリー
参加資格●大会の趣旨に賛同いただ
ける方【高校生以下は不可】

参加費● 3,000 円
　（プレー代は自己負担）
申込期限● 9月 23 日（金）
※申込書はコミュニティプラザで配
布します。

申込み・問合せ●コミュニティプラ
ザ内生涯学習課社会体育係

　☎ 76-7811

入館料のみでご覧いただけます
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、機内
用品、エアライングッズなどが格安
で販売されます。
とき● 9月 10 日（土）・11 日（日）
　午前 10 時～午後 5時
　（11 日は午後 4時まで）
ところ●航空科学博物館 1階
　多目的ホール
問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557

赤ちゃんを迎える心の準備
プレママ教室 

　参加希望者は、事前に電話でお申
し込みください。
とき● 9月 5日（月）・15 日（木）
　午後 1時 15 分から
対象●妊娠中期の方
申込み・問合せ●保健福祉課健康づ
くり係☎ 76-3185

平成29年度入校生を募集
千葉県立旭高等技術専門校 

　校内の見学もできますので、お気
軽にお越しください。
募集科目●①NC機械加工科 8 名
　②自動車整備科 10 名
募集期間●①②ともに9月27日（火） 
～ 10 月 27 日（木）

問合せ●千葉県立旭高等技術専門校
　☎ 62-2508

平成29年度の学生を募集します
千葉県立農業大学校 

募集人員●【農学科】約 40 名
　　　　　【研究科】約 10 名
願書受付● 9 月 30 日（金）～
　　　　　10 月 14 日（金）
試験期日●10 月 25 日（火）
※受験資格や試験内容について詳し
くはお問い合わせください。

問合せ●千葉県立農業大学校（東金市 
家之子 1059）☎ 0475-52-5121

催しもの 募集

 お月見
どろぼう

“お月見どろぼう”参加者募集
　多古にも江戸時代からつい最近まで“お月見どろぼ
う”という風習があったことを皆さんは知っています
か？ それは中秋の名月（十五夜）に限ってお月見のお供 
えを盗んでも良いという子どもたちのためのちょっ

とスリリングなイベントでした。5年目を迎える今回も現代版“お
月見どろぼう”を企画。このイベントを通して“子どもたちの礼儀
や思いやりの心を伸ばすきっかけ”となればと「商店街を歩いて 
回り、合言葉をきちんと言えた子どもはプレゼントがもらえる」という 
ハロウィンとウォークラリーをミックスしたイベントを開催します。
開催日●10月15日（土）　※雨天時は町民体育館でミニイベント開催
申込受付●9月1日（木）～11日（日）　公開抽選日●9月18日（日）
※ 申込用紙および申込受付箱は多古町コミュニティプラザに設置して
あります。詳細は申込用紙にてご確認ください。

主催●多古町商店街 起志回生の会　問合せ●多古町商工会☎76-2206

チケット発売中

　今年の「国際音楽コンクール」ヴァイオリン部門で優勝した辻彩奈さんと、
世界で活躍するピアニスト碓井俊樹さんが共演。ぜひお楽しみください。
とき●10月15日（土）　【開場】午後2時　【開演】午後2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

辻彩奈ヴァイオリンリサイタルⅡ

入場無料

　北総地域の市民オーケストラとしてさまざまな演奏活動を
行っており、地域の皆さんに音楽を親しんでいただいています。
今回はゲスト・ナレーションとして、女優の細川ふみえさんが
出演。そのほかにも、3名様限定の指揮者体験コーナーもあり
ますのでぜひご来場ください。
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）

トヨタコミュニティコンサート in多古
成田フィル ファミリーコンサート

細川ふみえ

（公社）多古町シルバー人材センター定例入会説明会
　多古町に在住する、健康で働く意欲のある60歳以上の方々に就業の機
会を提供し、地域を活性化しようと、町の支援により当センターは設立さ
れました。季節によって繁忙の違いはありますが、機械除草・各種農作業・
剪
せん

定
てい

・障子はり・運転代行など、さまざまな分野で現在約170人の会員が
活躍しています。今までの技能や経験を積極的に生かし、
あなたも会員になりませんか。
　また、定例入会説明会以外でも会員募集受付は随時行っ
ております。
とき●9月21日（水）　午前10時
ところ●多古町社会福祉協議会2階 会議室
問合せ●（公社）多古町シルバー人材センター☎76-6606

あなたの経験・知識・技能を生かそう！

くらしの情報

■固定資産税　■介護保険料
■国民健康保険税
■後期高齢者医療保険料
※�口座振替日は9月30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●9月9日（金）
　�平成28年4月～5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

　回収日当日、朝8時までに決め
られたごみステーションへ出し
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。なお、
19日（月）、22日（木）は祝日で
すが、通常どおり収集します。
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

■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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