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■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7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 7,588人
（1日平均 244.8人）

7月

対前年同月比 6.5％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

社会貢献とは何か
講演会を開催します 

とき●9月9日（日）
　午後2時～4時
ところ●匝瑳市民ふれあいセンター
　3階 大ホール
主な内容●みまもり活動を通じた
　社会貢献とは
講師●立正大学文学部社会学科
　小宮 信夫 氏
参加費●無料
問合せ●匝瑳市社会福祉協議会
　☎ 67-5200

どなたでもご参加いただけます
第28回ミニ勉強会 

　今回のテーマは「発達障害のある
子の子育て・保育・教育」です。
　希望される方には保育を実施して
います。
とき●10月4日（木）
　午後6時30分～8時30分
ところ●香取市役所
　501、502、503会議室
申込締切●9月27日（木）
問 合せ●香取海匝地域療育システム

づくり検討会（ロザリオ発達支援
センター内）☎ 60-0625

入館料のみでお楽しみいただけます
航空科学博物館 

■航空ジャンク市
　貴重な航空部品やエアライングッ
ズなどを格安で販売します。
とき●9月8日（土）・9日（日）
　午前10時～午後5時
　（9日は午後4時まで）
■命を救え！ドクターヘリ
　ドクターヘリについて、内部の救
急装備品や活動エピソードなど、実
物とパネル等でご紹介します。
とき●10月28日（日）まで
■航空キッズアート展
募集期間●9月30日（日）まで
※詳しくはお問い合わせください。
-----------------------------------
共通問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557

ぜひご参加ください
第9回多古町チャリティーゴルフ大会 

とき●10月10日（水）
ところ●東京国際空港ゴルフクラブ
参加費●3,000円
　（ワンオンチャレンジ参加費含む）
申込期限●9月21日（金）
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

作品の募集をお待ちしています
旭いいおか文芸賞「海へ」 

テーマ●海（作品には海以外の題名
　をつけてください）
募集内容●①自由詩　②エッセイ
　③定型詩（俳句、短歌、川柳）
対象●小学生以上
　　　（グループ･複数人での合作可）
応募方法●原稿用紙に縦書き直筆
　①1～2枚　②600～800字
　③1枚、一般は3～5首
費用●1,000円（審査料、通信費）
※学校からの応募は無料です。
応募締切●11月5日（月）
申 込み・問合せ●旭いいおか文芸賞
「海へ」実行委員会

　（旭市上永井1217）☎ 57-5777

平成31年度入校生募集
県立旭高等技術専門校 

科目●① NC 機械加工科　8名
　　　②自動車整備科　 10名
期間●10月2日（火）～30日（火）
選考日●11月8日（木）
合格発表●11月15日（木）
資 格●①高等学校を卒業または同等

の学力を有する45歳未満の方
　②高等学校を卒業した方
　（卒業見込みを含む）
※詳細はお問い合わせください。
　施設見学も可能です。
問合せ●県立旭高等技術専門校
　☎ 62-2508

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

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。

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」

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）

　多古町唯一の男声合唱団として10周年を迎え、日頃の成果を披露します。
とき●9月2日（日）【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演●【指揮】石毛誠志　【ピアノ伴奏】冨永康枝
　　　【合唱】多古男声合唱団おろち
予定曲●組曲「月光とピエロ」、「白いクレオン」、なつかＣＭほか
問合せ●多古男声合唱団おろち事務局 小川;090-7229-1106

金子あい〈紫式部ひとり語り〉気ままに「源氏物語」
　今年は、優雅な原文の朗読と美しい平安装束に身を包んだ紫式部あいによ
る面白解説、平安貴族のお仕事、宮中ないしょ話など、「源氏物語」の世界に
楽しくあなたを誘います。
とき●10月7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
出演●金子あい（語り）　脚本●野澤千佳子
チケット料金●一般2,000円　高校生以下1,000円（全席自由）
 ※ JAF会員は20％割引（4名まで）、申込みは日本寺まで
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）

歌舞伎あんまと泥棒公演

多古男声合唱団　おろち結成10周年記念コンサート

多古日本寺コンサート

入場無料

秋の
9月21日（金）～30日（日）

ち　ば

交　通　安　全

全国交通安全運動
〜 ハイビーム　上手に使って　事故防止 〜

チケット発売中

チケット発売中

チケット発売中

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1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14日（金）
　 平成30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、17日（月）と24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

■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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