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待っている子どもたちがいます
「里親」いま、家庭の新しいカタチ  
　子どもが健やかに成長するために
は安定した家庭環境の中で温かい愛
情を受けることが必要です。
　親の病気や離婚など、さまざまな
事情により、家庭的な温もりを求め
ている子どもを家族として迎え入
れ、愛情と誠意をもって育ててくだ
さる里親を探しています。
　詳しくは、お問い合わせください。
問合せ●銚子児童相談所
　☎ 23-0076

一緒に運動しましょう
東総運動場 

■秋のウオーキング講習会
とき●11月17日（土）【雨天中止】
　午前9時30分～正午
　（受付は午前9時から）
対象●小学生以上
定員●50名
参加費●300円

■ポールウオーキングをはじめよう！
とき●11月23日（金・祝）【雨天決行】
　午後2時～3時30分
　（受付は午後1時30分から）
定員●10名
参加費●300円

■ストレッチング講習会
とき●12月2日（日）
　午後2時～3時30分
ところ●東総運動場 会議室
対象●小学生以上
定員●20名
参加費●200円
…………………………………………
共通申込み・問合せ●東総運動場
　（旭市清和乙621）
　☎ 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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午前 9 時～午後 5 時
11月25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。

募集

空港シャトルバス利用状況

延べ 7,185人
（1日平均 239.5人）

9月

対前年同月比 9.0％増

目指せ‼未来の Jリーガー
多古 FCサッカー教室 

と�き●11月10日（土）、11日（日）
　　　　　17日（土）、18日（日）
　午前8時30分～10時【全4回】
と�ころ●西古内グラウンド
　（雨天時は久賀小体育館）
対象●年長～小学生【参加無料】
主催●多古フットボールクラブ
申�込み・問合せ●11月8日（木）まで

にコミュニティプラザ内生涯学習
課社会体育係

　☎ 76-7811

平成31年4月入学生募集
千葉県生涯大学校 

対�象●健康、仲間づくり、社会参加
に興味のある千葉県在住で原則
60歳以上の方
内容●①健康・生活学部 70名
　　（週1回登校、2年制）
　② 造形学部園芸まちづくりコース

35名
　　（週1回登校、2年制）
　③造形学部陶芸コース 25名
　　（週2回登校、1年制）
授業料●①年額16,100円
　　　　②年額32,700円
　　　　③年額58,200円
願書受付●11月9日（金）～
　　　　　12月28日（金）
問合せ●千葉県生涯大学校
　東総学園（銚子市台町2203）
　☎ 25-2035

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

※資格は平成 31 年 4 月 1 日現在の年齢で、日本国籍を有する者です。
問合せ●自衛隊千葉地方協力本部 成田地域事務所☎ 0476-22-6275

■陸上自衛隊高等工科学校生徒

受験願書受付中

種　目 資　格 受付期間 試験日

推　薦
15歳以上17歳未満の

中卒者（見込み含む）で、
学校長が推薦できる者

11月1日（木）～
   30日（金）

平成31年
1月5日（土）～7日（月）
のいずれか1日

一　般
15歳以上17歳未満の
中卒者（見込み含む）

11月1日（木）～
平成31年
1月7日（月）

平成31年
1月19日（土）

催しもの

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）

どなたでも参加できます
ギャラリーなかまち 

■松ぼっくりのクリスマスリース
　作り体験会【参加費無料】
　松ぼっくりや木の実は使い放題で
すが、飾りは各自でご用意ください。
とき●12月2日（日）
　午前9時～午後3時
※町内の方は予約不要です。
主催●仲町通り商店会
問合せ●金村☎ 79-3705

入館料のみでお楽しみいただけます
航空科学博物館 

■やさしい航空のはなし
　「航空管制官の仕事～君も管制官
になろう～」
　元管制官・堀井不二夫氏による、
航空管制の仕組みとお仕事の様子を
紹介いただく講演会です。将来管制
官を目指しているお子様向けに、分
かりやすく解説します。
とき●11月25日（日）
　午後1時から
ところ●1F 多目的ホール
問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557

　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。それを見ながら観客の方数名に化粧を実際に体験

していただきます。

　第二部　 舞踊�助六�長唄連中　歌舞伎十八番の中でも取り分け

人気の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

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●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」

　ポーランドの国民的英雄ショパンをこよなく愛し、ロシア音楽の深みに挑

み続ける若きピアノの巨匠が4度目の来日！

とき●12月21日 ( 金 )

　　　【開場】午後6時　【開演】午後6時30分

出演●クリスティアン・トカチェフスキ　

曲目● F・ショパン／英雄ポロネーズ、マズルカ

　　　M・ムソルグスキー／展覧会の絵 ほか　

チケット料金●一般3,000円　高校生以下1,500円（全席自由）

チケット販売所●コミュニティプラザ

第53回千葉県音楽祭～文化でつなぐ千葉のちから～
　多古町ほか北総地域の小中高の音楽部や吹奏楽部、社会人コーラス、
オーケストラなどが一堂に会する音楽祭です。
とき●11月17日 ( 土 ) 【開場】正午　【開演】午後0時30分　（全席自由）　
問合せ●千葉県音楽振興協議会事務局☎ 043-251-4282

入場無料

チケット発売中

チケット発売中

歌舞伎あんまと泥棒公演

クリスティアン・トカチェフスキ ピアノリサイタルⅣ

千葉県民芸術祭

若月仙之助

千川貴楽

藤田隆之

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11月30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●11月9日（金）
　 平成30年6月～7月生まれの乳

児と未実施者
1歳6カ月児健診●11月16日（金）
　 平成29年3月～5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、23日（金）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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