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■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

■全国一斉！法務局休日相談所■　不動産の売買や相続の登記、土地の境界問題などの相談
に応じます。事前に申し込みが必要です。とき●10月1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

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市外局番の記載がないものはすべて「0479」です。

催しもの 募集

空港シャトルバス利用状況

延べ 7,128人
（1日平均 229.9人）

7月

対前年同月比 52.7％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

瀧川鯉昇 柳家花緑 古今亭菊之丞

ぜひご参加ください
第8回多古町チャリティーゴルフ大会 
とき●10月10日（火）
※雨天決行
ところ●多古カントリークラブ
参加資格●大会の趣旨に賛同いただ

ける方
参加費●2,000円
　（プレー代は自己負担）
申込期限●9月15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やエア
ライングッズなどが格安で販売され
ます。
とき●9月9日（土）・10日（日）
　午前10時～午後5時
　（10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
ママパパ教室 

　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4日（月）・15日（金）
　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

募集をお待ちしています
「地域の誇り」表現コンテスト 

県テーマ●
　ふるさと千葉への愛着・誇り
※「郷土への思い」や「ふるさとの思

い出（体験）」などについて書いて
ください。（題名は自由です）

作文●400字詰め原稿用紙2～5枚
応募対象●千葉県内に居住・通学す

る小・中学生
応募方法●原則として在学する学校

へ作品を提出してください。
締め切り●12月1日（金）消印有効
※ 応募上のご質問については主催者

にお問い合わせください。
主催・問合せ●千葉県総合企画部
　政策企画課
　☎043-223-2447

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

　第26回ローマ国際ピアノコンクール優勝。ウィーン楽
友協会黄金のホールで満席の聴衆を熱狂の渦に導いた深遠
なる美音をぜひ体感してください。
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●一般3,000円 大学生以下2,000円（全席自由）

　10歳でビル・クリントン第42代米大統領のために演奏
を披露した逸材。難関のミュンヘン国際音楽コンクールで
は、21歳での最年少出場にして、堂々の第2位。新時代を
切り拓く若きアーティストの演奏をぜひご堪能ください。
とき●9月30日（土）　【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
チケット料金●一般2,500円  高校生以下1,000円（全席自由）
※小学生未満は入場不可。

　落語通に人気の鯉昇、人気と実力の花緑、粋な風貌で洒脱な話芸の菊之丞。
今注目の三人の噺家がそろって多古町に参上。
とき●12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（全席指定）

　平成25年に旗揚げした“地域密着型オペラ合唱団”ワイズオペラコーラス
第2回目の演奏会です。プロのオペラ歌手と共に、ご近所のあの人がオペラ
の舞台に立つ！
とき●11月12日（日）【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演●アディーナ╱西本真子　ネモリーノ╱飯沼友規
　ドゥルカマーラ╱浜田耕一　ベルコーレ╱上田誠司
　ジャンネッタ╱小川嘉世　合唱╱ワイズオペラコーラス
　指揮╱平野桂子　演出╱浜田耕一　ピアノ╱谷塚裕美
チケット料金●2,500円（全席自由）
チケット販売所●多古町コミュニティプラザ
問合せ●ワイズカンパニー事務局 ☎080-9656-8442

チケット発売中

チケット発売中

9月16日（土）チケット発売

チケット発売中

髙木竜馬  ピアノリサイタル

クレア・フアンチ  ピアノリサイタル

多古特選落語会
「鯉昇・花緑・菊之丞 三人会」

ワイズ オペラ コーラス 第2回定期演奏会
歌劇《愛の妙薬》　日本語字幕付きイタリア語上演

～ウィーンからの風～

とき●11月11日（土）・12日（日）
募集人数●40名（男女各20名）
参加費●男性44,800円　女性39,800円
※1泊（シングル）4食、交流パーティー付き
対象者●下記に該当する20歳～45歳位までの独身者
　【男性】成田空港圏9市町の在勤者または在住者
　【女性】成田空港圏9市町の在勤者、在住者または在住希望者
※成田空港圏9市町（成田市・富里市・香取市・山武市・栄町・神崎町・芝山町・

横芝光町・多古町）
募集期限●定員になり次第締め切り
旅行企画・実施●ビッグホリデー株式会社
イベント企画●成田国際空港圏交流イベント実行委員会
協力●成田空港圏自治体連絡協議会（成田空港圏9市町）
　　　成田国際空港株式会社
申込み・問合せ●成田国際空港圏交流イベント実行委員会事務局
　　　　　　 　（多古町企画空港政策課内）☎76-5409
　　　　　　 　{kuukou@town.tako.chiba.jp

第10回
成田国際空港圏
交流イベント

HAPPYバレンタインin 札幌

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10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●9月8日（金）
　 平成29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、18日（月）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
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