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■夢へのフライトプラン～航空学校合同説明会～■　大学のパイロット養成コースや専門
学校の航空機整備、客室乗務員コースなど航空系の進路に関する情報や個別相談等を行います。
とき● 6 月 10 日（土）午前 10 時から　ところ・問合せ●航空科学博物館☎ 78-0557

■千葉県立佐原病院　病院フェスティバル2017■　とき●6月10日（土）午前9時～午後 
3 時　内容●講演、相談、健康チェックなど　参加費●無料　問合せ●千葉県立佐原病院 患者
サポートセンター 地域医療連携室☎ 0478-54-1231

お気軽にご覧ください
第5回 多古町美術会展開催 

　絵画・彫刻・書道の作品 25 点余
りが展示されます。
とき● 6 月 6 日（火）～ 11 日（日）
　午前 9 時～午後 5 時

（11 日のみ午後 3 時まで）
ところ●コミュニティ
　プラザ
入場料●無料
問合せ●郡司繁徳
　;090-3452-1762

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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The information of the living

タイトル 「査揆句」
作 : 佐藤莱扇
千葉県美術会委嘱

市外局番の記載がないものはすべて「0479」です。

日本寺主催
あじさい祭り 

　午前 11 時に献花祭式典。式典後
は、野外ステージにて童話劇やジャ
ズライブなどが行われます。
※雨天の場合は本堂にて上演。
とき● 6 月 18 日（日）
問合せ●日本寺（多古町南中 1820-1）
　☎ 76-3745

香取地域スタンプラリー
GuRuGuRu.KaToRi 

　香取地域をぐるぐる周ってスタン
プを集めて応募すると、抽選で賞品
をプレゼント。東国三社や、中村檀
林跡（日本寺）など、全部で 26 カ所
のスタンプポイントを制覇しよう！
期間● 6 月 3 日（土）～ 8 月 31 日（木）
応募締め切り● 9 月 5 日（火）まで　
　（当日消印有効）
問合せ●香取地域振興事務所
　☎ 0478-54-1311

生活習慣の見直しが大切です
健康づくり教室【全10回】 

とき●

ところ●保健福祉センター
内容● 50 ～ 60 歳代の方を対象と

した軽度な運動
定員● 30 人（先着順）
申込み・問合せ● 6 月 5 日（月）までに 

保健福祉課健康づくり係
　☎ 76-3185

みんなで楽しく踊りましょう！
新舞踊体験会【参加費無料】 

　着物の着付け体験も行われます。
とき● 6 月 17 日（土）
　【小学生以下】午後 2 時～ 5 時
　【中高生・一般】午後 6 時～ 9 時
ところ●役場附属棟
申込締切● 6 月 14 日（水）まで
問合せ●錦照会 錦
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募集催しもの

空港シャトルバス利用状況

延べ 6,139人
（1日平均 204.6人）

4月

対前年同月比 27.9％増

文化ホールからお知らせ
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

千葉県介護支援専門員
平成29年度 実務研修受講試験 

とき● 10 月 8 日（日）
　午前 10 時～正午
受験資格●医療・保健・福祉分野の

有資格者などで一定期間以上の実
務経験のある方

申込書配布・受付期間●
　5 月 29 日（月）～ 6 月 30 日（金）
※簡易書留による郵送受付のみ
配布場所●各市町村介護保険担当
　窓口 ほか
申込み・問合せ●千葉県社会福祉
　協議会 介護支援専門員養成班
　☎ 043-204-1610

日々の生活に取り入れましょう
アロマセラピー教室【全5回】 

とき●

　午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分
ところ●コミュニティプラザ
　第 4 研修室
参加費● 1 回につき 1,500 円
　（8 月 19 日のみ 3,000 円）
募集人数● 20 名
申込み・問合せ● 6 月 10 日（土）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

6月22日（木）・ 7月27日（木）
8月24日（木）・ 9月29日（金）

10月19日（木）・11月 9日（木）
12月 7日（木）・ 1月11日（木）
2月23日（金）・ 3月 8日（木）

（公社）多古町シルバー人材
　　　センター入会説明会
　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
を対象に入会説明会を開催し 
ます。
とき●6月21日（水）
　午前10時から
ところ●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

　数十点の作品が展示されま
す。日本寺では小物の販売も行
いますので、ぜひお気軽にお越
しください。
とき●① 6月18日（日）～25日（日）
　② 6月27日（火）～7月2日（日）
　どちらも午前10時～午後4時
　（最終日は午後3時まで）
ところ●① 日本寺
　② コミュニティプラザ
　　ロビー
問合せ●押田
　;090-3219-4347

6月24日（土）・ 7月22日（土）
8月19日（土）・ 9月16日（土）

10月28日（土）

6月17日（土）発売

とき●9月17日（日）　【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
チケット料金●3,000円（全席自由）

チケット発売中

とき●9月9日（土）
　　　【開場】午後5時　【開演】午後5時30分
チケット料金●6,800円（全席指定）
※小学生未満は入場不可。1人1回、6枚まで購入可能です。

華原朋美コンサート・ツアー2017

髙木竜馬ピアノリサイタル
～ウィーンからの風～

入場無料

入場無料

　香取地域の中学校ブラスバンド部が集まる一大祭典。恒例の光ウィンド
オーケストラの客演もあります。ぜひご覧ください。
とき●6月10日（土）【開場】午後0時30分　【開演】午後1時
問合せ●東部地区吹奏楽連盟事務局　☎ 76-5261（多古中学校内）

　多古町の前身であり千葉県の中心を成していた「千田荘」は歴史文化の宝
庫。その魅力について触れ、千田荘と千葉氏の一族が全国各地に築いた都市
とのつながりについて語ります。
とき●6月17日（土）【開場】午後1時30分　【開演】午後2時
講師●鈴木 佐

たすく

 氏　千葉氏研究家　
　　　鈴木 雅一 氏　千葉氏サミット実行委員会事務局長

第12回東部地区吹奏楽祭　香取ブラスフェスティバル

第1回「下総国の首都として栄えた千田荘」　
多古町歴史講座～千田荘と千葉氏を探る～（全5回）　

　初めての方と過去 3 年間受診
していない方は登録が必要です。
乳がん検診は 30 歳以上、子宮頸
がん検診は 20 歳以上が対象です。
まだ登録していない方は、保健福
祉課までご連絡ください。
※ なお、検診は 8 月～ 9 月に実施 

予定です。
問合せ●保健福祉課
　健康づくり係☎ 76-3185

乳がん・子宮頸がん検診
の登録について

あなたの経験・知識・
技能を生かそう！

「道ばたの詩」
押し花展

くらしの情報

■町県民税　■水道料　
※ 口座振替日は6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●6月14日（水）
　 平成28年7月～8月生まれの乳

児と未実施者
3歳児健診●6月9日（金）
　 平成26年1月～2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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