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■ハローワーク千葉出張相談■　職業の相談や紹介などを無料で行います。
とき● 11月 24 日（木）午前 10時～午後 3時（正午～午後 1時までを除く）　ところ●横芝光町
役場　東側玄関ロビー相談室　問合せ●ハローワーク千葉　職業相談第1部門☎043-242-1181

■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・社会保険労務士・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● 11月 26 日（土）　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

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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空港シャトルバス利用状況

延べ 5,164人
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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
11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）

各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

市外局番の記載がないものはすべて「0479」です。

入館料のみでお楽しみいただけます
航空科学博物館 

■やさしい航空のはなし
　「航空管制官の仕事～君も管制官
になろう」
とき● 11月 20日（日）
　午後 1時から
問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557

どなたでも参加できます♪
ギャラリーなかまち 

■ 松ぼっくりのクリスマスリース作
り体験会【予約不要】
　松ぼっくりは使い放題で、リース
をいくつ作っても無料ですが、飾り
は自分でご用意ください。
とき● 12 月 4日（日）
　午前 9時～午後 3時
主催●ギャラリーなかまち
後援●起志回生の会
問合せ●金村☎ 79-3705

年の瀬の浅草を散策しませんか
冬の健康ウォーキング 

とき● 12 月 11 日（日）
　午前 7時コミュニティプラザ出発
ところ●上野・浅草・東京スカイツ
リー方面

参加資格●町在住・在勤の方
　（ある程度体力に自信のある方）
定員● 25 名
　（応募者多数の場合は抽選）
参加費● 1名 4,000 円（当日集金）
※交通費・スカイツリー入場料 ほか
持参品●飲み物・雨具・保険証など
その他●ウォーキングに適した服装
でご参加ください。

申込み・問合せ●
　11 月 2 日（水）～ 16
日（水）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

お気軽にご参加ください
秋のウォーキング講習会 

　基本的な歩き方や運動効率の良い
ウォーキングなどを教わりながら実
践できます。
とき● 11 月 19 日（土）
　午前9時30分～正午（受付は9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）
対象●小学生以上（定員 50 名）
参加費● 300 円
持参品●飲み物・タオル
※ 運動できる服装でご参加ください。
申込み・問合せ●東総運動場
　午前 9時～午後 5時（月曜定休）
　☎ 68-1063

催しもの 募集

チケット発売中

チケット発売中

とき●11月26日（土）【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
チケット料金●一般1,000円　小中学生300円　[ 全席自由 ] 
※未就学児は無料　　チケットは当日のみ受付にて販売します
出演●【メゾソプラノ】笹本真紀　【ピアノ】川口葉

　話題のピアノトリオが多古町に初登場！昭和フォー
クをクラシカルにアレンジしたデビューアルバム
「Folk Once More」が注目を浴びています。
とき●11月13日（日） 
　【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
チケット料金●一般3,000円　[ 全席自由 ] 
※未就学児の入場は不可
出演●ザ・フレッシュメン：【ピアノ】青木智哉
　【チェロ】秋津瑞貴　【ヴァイオリン】伊勢久大

　クラシックのテクニックをベースに洋楽アー
ティストのカバーをする女性カルテットが多古
町に初登場！クラシックの上品なイメージを破
る、ロックスピリッツあふれるパフォーマンス
をお見逃しなく。

■プレトーク＆ビートルズお宝グッズ展示　
　公演当日は、ビートルズ初代ディレクター高嶋弘之氏によるプレトークが
行われます。また、ロビーでは高嶋氏所蔵の貴重なビートルズお宝資料の 
特別展示も行います。
とき●12月17日（土） 【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
チケット●一般3,000円　[ 全席自由 ] 　※未就学児の入場は不可
出演●1966カルテット：【ヴァイオリン】松浦梨沙・花井悠希
　【チェロ】林はるか　【ピアノ】江頭美保

　（一財）成田国際空港振興協会では、毎年、著名な方を招き空港周辺地域の
皆さんを対象とした講演会を開催しています。ぜひお越しください。
とき●11月29日（火）　【開演】午後2時　　ところ●ヒルトン成田
定員●400名　※定員になり次第締め切り
第１部　午後2時10分～3時10分
　演題　「首都圏空港を巡る最新情勢」（仮称）
　講師　国土交通省航空局航空ネットワーク部長  和田浩一  氏
第２部　午後3時30分～5時
　演題　「外国人へのオモテナシ」
　講師　タレント　パックンマックン
後援●成田国際空港株式会社
申込み・問合せ●（一財）成田国際空港振興協会 公益推進部公益推進課
　☎0476-34-6397

童謡・唱歌を歌う会　～童謡唱歌で綴る抒
じょじょうか
情歌のひととき～

ザ・フレッシュメン　～昭和フォーク名曲クラシックス～

1966カルテット　～ザ・ビートルズ・クラシックス～
ビートルズ来日50周年記念

　地震が起こったときにどんな
ことが必要なのかを一緒に考え
ませんか。身近なもので作れる
便利な防災グッズも紹介します。
とき●11月5日（土）
　午後1時30分から【参加費無料】
ところ●赤坂ふれあいセンター 
大会議室（成田市赤坂2-1-14）

※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

無料講演会が行われます

【お詫びと訂正】
10月号のＰ2、「あっぱれもんに拍手‼特
別編」の多古中学校ゴルフ部の生徒の氏名
については「平山光

み

優
ゆ

さん」「平山磨
ま

美
み

さ
ん」の誤りでした。お詫びして訂正します。

対前年同月比 25.0％増

今日から使える
防災知識講演会

（千葉県男女共同参画地域推進員事業）

11月は
「児童虐待防止推進月間」です

お住まいの地域の児童相談所に
つながります。

児童相談所
全国共通
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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11月30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●11月4日（金）
　�平成28年6月～7月生まれの乳
児と未実施者

1歳6カ月児健診●11月11日（金）
　�平成27年3月～5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。なお、
3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
■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

おくやみ ご冥福を
　お祈りいたします

なくなった方
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