
14

■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●10月 
26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●10月28日（土）午後1時～4時　ところ●船橋市勤労市
民センター　問合せ●千葉中央法律事務所 ☎043-225-4567

目指せ！未来のストライカー
多古フットボールクラブ 

　園児・小学生でサッカーに興味の
ある方は無料体験から参加してみま
せんか。お気軽にご相談ください。
活動日●毎週土・日・祝日
　午前8時30分～10時30分
ところ●西古内グラウンド
※雨天時は久賀小体育館で活動
問合せ●塚本;090-9017-2761

平成30年度入校生募集
県立旭高等技術専門校 

募集科目● NC 機械加工科　8名
　　　　　自動車整備科　 10名
募集期間●10月2日（月）～30日（月）
選考日●11月9日（木）
合格発表●11月16日（木）
申込み・問合せ●県立旭高等技術
　専門校☎ 62-2508

スポーツの秋
東総運動場 

■ポールウォーキング
　専用のポールを使い、膝や腰が弱
い方でも安心して楽に歩ける今話題
の健康法です。
とき●10月9日（月・祝）
　午後2時～3時30分
　（受付は午後1時30分から）
参加費●300円（保険料込）
定員●10名

■つばき杯ビギナーズテニス大会
とき●10月22日（日）
　午前8時～午後5時（開場午前7時）
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の方
参加費●1組3,000円（保険料込）
申込み●10月7日（土）
　午前9時より窓口、午後1時より

FAX・メールで受付開始
　FAX 68-1063
　{ tousou@cue-net.or.jp

共通申込み・問合せ●
　千葉県総合スポーツセンター
　東総運動場（旭市清和乙621）　
　午前9時～午後5時（月曜定休）
　☎ 68-1061

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 6,564人
（1日平均 211.7人）

8月

対前年同月比 37.6％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

今年の優勝はどこの地区⁉
第59回 町民大運動会 

　「輝け！みんな主役の運動会」を
テーマに開催します。
　優勝を目指して頑張ろう！！
とき●10月7日（土）午前9時競技開始 
　【予備日無し】
ところ●第一小グラウンド
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

入館料のみでお楽しみいただけます
航空科学博物館 

■ANA空港おしごと体験
　航空機の誘導など“舞台裏の仕事”
が体験できます。
とき●10月8日（日）
　午前10時～午後4時
■成田ゆめ牧場が博物館にやってきた！
　「ひこうき」を楽しんだ後、動物た
ちとの“ふれあい”も楽しめる夢のコ
ラボ企画！
とき●10月15日（日）
　午前10時～午後4時
※荒天時は中止
共通問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557

　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）
※小学生未満は入場不可。

　ダンスナンバー「Oh! スージー」で人気の鈴木翼×福田
りゅうぞうは、全国各地で親子コンサートや保育セミナー
に引っ張りだこ。最高に楽しいコンサートです。
とき●1月20日（土）
　【開場】午後1時30分　【開演】午後2時
チケット料金●一般1,000円　高校生以下500円（全席自由）

第3回　千田荘の仏像�～妙見菩薩と日蓮宗祖師像の数々～
　多古町近隣の地域は、胤貞流千葉氏の所領を拠点に、日蓮宗中山門流の教
線が伸長し独自の仏教文化が展開した。千葉氏の守護神「妙見菩薩像」をはじ
め、当地域の仏像を画像で紹介しながら、その造像の背景を追います。
とき●10月14日（土）【開場】午後1時30分　【開演】午後2時
講師●濱名 徳順 氏　宝聚寺住職／山武市・富津市文化財審議委員

ゆうれい貸家　～金子あい一人語り～
　今回は、笑えてほろりと泣ける江戸の長屋を舞台にした山本周五郎の新作
落語「ゆうれい貸家」を「平家物語」でお馴染みの金子あいの一人語りでたっぷ
りとお楽しみいただきます。
とき●10月29日（日）
　〔昼〕【開場】午後2時　【開演】午後2時30分 
　〔夜〕【開場】午後6時　【開演】午後6時30分 
チケット料金●一般1,500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」・道の駅多古
問合せ●多古日本寺コンサート実行委員会☎ 76-3745（日本寺）

※  JAF会員は20％割引（4名まで）、  申込みは日本寺まで

指揮：平野桂子　演出：浜田耕一　ピアノ：谷塚裕美
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╱小川嘉世　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╱生駒侑子　合唱╱ワイズオペラコーラス
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

10月21日（土）チケット発売

チケット発売中

チケット発売中

入場無料

チケット発売中多古特選落語会
「鯉昇・花緑・菊之丞 三人会」

鈴木翼 × 福田りゅうぞう
親子コンサート

多古町歴史講座～千田荘と千葉氏を探る～（全5回）

多古日本寺コンサート

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

■読みきかせと工作
内容●「絵本の読みきかせ」や
「びゅんびゅんごま」の工作
とき●10月28日（土）
　午前10時30分～11時30分
■リユースブックフェア
内容●保存が終了した雑誌や利用

が少なくなった本などの無料
配布

とき●10月28日（土）・29日（日）
　午前10時から
※無くなり次第終了
■ビブリオトーク
内容●参加者同士で面白い本を紹

介し合う、本の情報交換会
とき●10月29日（日）
　午後1時30分～2時30分

問合せ●町立図書館☎79-3406

イベント盛りだくさん
図書館まつり

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10月31日（火）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●10月11日（水）
　 平成28年11月～12月生まれの

乳児と未実施者
2歳児歯科健診●10月17日（火）
　 平成27年5月～7月生まれの幼

児と未実施者
3歳児健診●10月20日（金）
　 平成26年5月～6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、9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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