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■平成 31 年度推薦入校生を募集■　募集科目● NC 機械加工科 7 名　自動車整備科 10 名
応募資格●平成 31 年 3 月卒業見込みで、学校長が推薦する高校生の方　募集期間● 9 月 10 日

（月）～ 28 日（金）　選考日● 10 月 10 日（水）　問合せ●県立旭高等技術専門校☎ 62-2508

■企画展示「ニッポンおみやげ博物誌」■　近世から近・現代にかけて展開された「おみやげ」
という贈答文化とその背景となる旅と観光の様相を、資料を通して紹介します。　
期間● 9 月 17 日（月・祝）まで　ところ●国立歴史民俗博物館（佐倉市）
問合せ●ハローダイヤル☎ 03-5777-8600

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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8月26日（日）

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 8,164人
（1日平均 272.1人）

6月

対前年同月比 9.8％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）

　　　　　　　　　　　（1人6枚まで購入可）
　町民である証明（運転免許証等）をご持参ください。
先行販売●8月25日（土）～30日（木）午前9時～午後5時【電話予約は不可】
※27日（月）は休館日のため販売しません。
販売場所●コミュニティプラザ

　　　　　�（残券があった場合）
販売●8月31日（金）午前9時から
※電話予約は午後1時から（コミュニティプラザのみ）
販売場所●コミュニティプラザ、平山書舗、木内書店、JA 直売所「四季の里」

入館料のみでお楽しみいただけます
航空科学博物館 

■日大生産工学部コラボ企画
　「飛行機が飛ぶ原理で風車を回せ！」
　翼の形の風車を工作し、そのメカ
ニズムを大学教授から学べます。完
成後は風車力持ちコンテストも実施
します。
とき● 8 月 4 日（土）・5 日（日）
　午前 11 時・午後 1 時・3 時（全 6 回）
対象●小学生（各回 15 名まで）
問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557

第3級アマチュア無線技士
養成課程講習会 

　1 日で講習・修了試験を行います。
対�象者●第 4 級アマチュア無線技

士または同等の資格を有する者
とき● 10 月 28 日（日）
　午前 8 時 30 分～午後 6 時
ところ●多古町商工会館
受講料● 12,750 円
定員● 54 名（先着順）
申込み・問合せ●沢田☎ 76-3544

※ 資格は平成 31 年 4 月 1 日現在の年齢です。
問合せ●自衛隊千葉地方協力本部成田地域事務所☎ 0476-22-6275

平成31年度採用　防衛省自衛官募集！

種　目 資　格 受付期間 試験日

一般曹候補生
18歳以上

27歳未満の者

9月7日（金）
まで

9月21日（金）～
　23日（日）

自衛官候補生
年間を通じて

受付
受付時にお知らせ

航空学生
（パイロット）

18歳以上21歳未満
の者（見込み含む）

9月7日（金）
まで

9月17日（月・祝）

　8 月上旬に新成人の皆さんへ募集のはがきをお送りします。
式典●平成 31 年 1 月 13 日（日）　午前 11 時開式

対象●平成 10 年 4 月 2 日から平成 11
年 4 月 1 日生まれの町内在住者お
よび平成 25 年度多古中学校卒業生

※はがきが届かなかった場合は、お問
い合わせください。

問合せ●コミュニティプラザ内
　生涯学習課社会教育係☎ 76-7811

平成31年　成人式実行委員を募集します

電話de詐欺（振り込め詐欺）に注意してください
　家族や親戚をかたる電話や、インターネット購入サイト等をかたった未納
料金請求メール、訴訟について記載された架空請求のハガキが増えています。
　このような電話やメール、ハガキが届いた場合は、すぐに対応をせず香取
警察署に相談してください。メール、ハガキに記載されている電話番号には
絶対に電話しないでください。
　また、電話については迷惑電話対策機器の使用や家族で合言葉を決めるな
ど、詐欺被害の防止に努めましょう。
相談先●香取警察署☎ 0478-54-0110

とき●12月１日（土）【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
チケット料金●5,000円（全席指定）
　　　　　　　当日料金5,500円（残券があった場合）
※未就学児の入場はご遠慮願います。

とき●8月5日 ( 日 )【開場】午後4時30分　【開演】午後5時
主催・問合せ●カヨ・マフネ　クラシックバレエスクール
　☎ 0476-22-4834

高嶋ちさ子12人のヴァイオリニスト
コンサートツアー2018「女神たちの華麗なる音楽会」

NARITAシティジュニアバレエ
第1回記念公演「ウィーンの森の中で…」

平成30年度　香取地域行事
ぐるぐるかとり スタンプラリー 

　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。東国三社や中村壇林
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ましょう。
期間● 8 月 31 日（金）まで
応募締切● 9 月 5 日（水）まで
　（当日消印有効）
問合せ●香取地域振興事務所
　☎ 0478-54-1311

地元ではたらくフェア
ハローワーク佐原 

　8 月のテーマは「介護」。関連企業を
集めて企業説明・面接会を行ってい
ます。当日は、千葉県福祉人材セン
ターによる出張相談会も開催します。
とき● 8 月 22 日（水）午後 2 時から
　（最終受付は午後 3 時 30 分）
ところ●ハローワーク佐原
対象●介護の仕事に興味のある方
　（履歴書、職務経歴書持参のこと）
問合せ●ハローワーク佐原 
　求人・特別援助部門
　☎ 0478-55-1132

入場無料

　元寇によって千田庄にいた千葉氏は肥前国に移住した。その後、室町中期
に肥前千葉氏は李氏朝鮮と交易し、朝鮮側からも「千葉殿」の呼称を与えられ
る。江戸時代には鍋島藩となるがその基礎となったのは肥前千葉氏とその家
臣たちである。小城に残る肥前千葉氏の足跡について語ります。
とき●8月18日（土）　【開場】午後1時30分　【開演】午後2時
講師●古庄 秀樹 氏　小城市教育委員会文化課長

第一部　 化粧体験（参加型）　本物の役者が舞台で隈取を行います。
第二部　 舞踊�助六�長唄連中　助六のエッセンスを舞踊化した名作です。
第三部　�あんまと泥棒　歌舞伎世話物　歌舞伎の名優が毎年上演するほどの

ユーモアと風刺にあふれた名作です。ぜひお楽しみに！
とき●11月11日（日）　【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演●花柳寿美藏、千川貴楽、菊月喜千寿、花柳寿楽ほか
チケット料金●一般3,000円　高校生以下1,000円（全席自由）
販売場所●コミュニティプラザ、平山書舗、木内書店、JA 直売所「四季の里」

8/10︵金︶チケット発売

町民先行チケット販売

一般発売

多古町歴史講座「千田庄と千葉氏を探る」シーズン2（全5回）
第２回講座　肥前小城から千田庄を見て〜肥前千葉氏の足跡について〜

歌舞伎あんまと泥棒公演

入場無料

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8月31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●8月15日（水）
　 平成29年9月～10月生まれの

乳児と未実施者
1歳6カ月児健診●8月10日（金）
　 平成28年12月～平成29年2月

生まれの幼児と未実施者
3歳児健診●8月17日（金）
　 平成27年3月～4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。
■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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