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■ ANA 空港おしごと体験■　航空機の誘導等の模擬体験やなかなか見られない“舞台裏の仕
事”を体験できます。　とき●10月7日（日）午前10時～午後4時　参加費●入館料のみ
ところ・問合せ●航空科学博物館☎ 78-0557

■地元ではたらくフェア■　「保育のおしごと」をテーマに企業説明・面接会を行います。
※履歴書・職務経歴書を持参ください。とき●10月17日（水）午後2時～4時（受付は午後1時から）
ところ・問合せ●ハローワーク佐原☎ 0478-55-1132

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

確かな技能の証−国家検定制度−
平成30年度後期技能検定試験 

職種●建築大工、配管、和裁、菓子
　製造など（50職種65作業）
　各職種とも所定の実務経験が必要
受付期間●10月1日（月）～12日（金）
※ 受検資格、受検手数料など詳細は

お問い合わせください。
問合せ●千葉県職業能力開発協会
　☎ 043-296-1150

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 7,135人
（1日平均 230.2人）

8月

対前年同月比 8.7％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）

今年の優勝はどこの地区⁉
第60回 町民大運動会 

「未来へつなぐ�平成さいごの�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6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

お気軽にお越しください
ギャラリーなかまち 

■ JA女性部ペン習字教室作品展
とき●10月12日（金）～14日（日）
　午前9時～午後5時
　（14日は午後3時まで）
入場料●無料
主催● JA 多古町女性部
問合せ●金村☎ 79-3705

　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●若月仙之助、千川貴楽、藤田隆之ほか　※配役に変更がありました。

チケット料金●一般3,000円　高校生以下1,000円（全席自由）　

チケット販売所●多古町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」

第3回講座　室町中期の千田庄�〜享徳の乱前後と千葉氏〜

　南北朝の内乱が終結しても、関東では大乱続きであった。下総千葉氏もま

た、室町幕府、鎌倉公方足利氏さらには関東管領上杉氏との争いに巻き込ま

れる。そのなかで千葉胤直父子と馬加康胤・原胤房が対立し、胤直父子は千

田庄に逃れこの地で滅亡する。

　享徳の乱前後の千田庄と千葉氏について語ります。

とき●10月7日（日）　【開場】午後1時30分　【開演】午後2時

講師●石橋一展 氏　千葉県教員

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）

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）

　プロレスラーの蝶野正洋氏による講演や、県内民間企業に勤務する子育て
中の男性社員等によるパネルディスカッションを行います。
とき●10月28日（日） 午後2時～4時30分（受付は午後1時30分）
ところ●三井ガーデンホテル千葉3階　平安東
申込期限●10月19日（金）まで　※申込先着順（定員250名）
申込方法● 郵便番号、住所、電話番号、参加者氏名、託児・手話の有無を記

入の上、郵送または FAX、メールで申込み
申込み・問合せ●千葉県男女共同参画課☎ 043-223-2372 FAX 043-222-0904
　　　　　　　　 kyodo2@mz.pref.chiba.lg.jp

※  JAF会員は20％割引（4名まで）、  申込みは日本寺まで

チケット発売中

参加費無料

入場無料

チケット発売中歌舞伎あんまと泥棒公演

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）

多古日本寺コンサート

男性の仕事・子育て両立支援シンポジウム

■第3回　アートフェスティバル
　−家族ぐるみ・地域ぐるみ交流まつり−
とき● 10 月 21 日（日） 午前 9 時～午後 3 時 30 分（雨天決行）
内容●観る・聴く・作る・遊ぶ・味わう、遊びのチャンピオン大会
参加費●一部有料

■学び伝える稲作行事と「多古米料理講座」
とき● 10 月 25 日（木）・11 月 17 日（土）・
　　　平成 31 年 1 月 24 日（木）・2 月 16 日（土）【全 4 回】
　　　午前 10 時から
参加費●各回 500 円　※受講生募集（先着 15 名様）

主催● NPO 法人観光・交流・助け合いネット多古
問合せ●多古町魅力発信交流館☎ 74-3130

開催日● 10 月 27 日（土）　※雨天時はミニイベント開催
参加費● 500 円
申込受付● 10 月 5 日（金）まで
※ 申込用紙および申込受付箱はコミュニティプラザ
　に設置してあります。
　詳細は申込用紙にてご確認ください。
■当日の運営ボランティア＆協賛企業を募集します！
協力いただける方は、多古町商工会までご連絡ください。
主催●多古町商工会青年部
問合せ●多古町商工会☎ 76-2206

“お月見どろぼう”を開催します！

お月見
どろぼう
第 7幕

魅力発信交流館（旧多古中央保育所）からお知らせ

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（水）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10日（水）
　 平成29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16日（火）
　 平成28年5月～7月生まれの
　幼児と未実施者
3歳児健診●10月19日（金）
　 平成27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、8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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