
コミュニティカレッジ
ミニバスケットボール教室�

とき●平成31年1月12日 ･19日
　26日 ･2月2日の各土曜日
　【全4回】午前9時30分～11時
ところ●第一小体育館
対象●町内の小学2年～5年生
定員●20人（先着順）
参加費●無料
持参物●タオル ･飲み物 ･室内履き
　（上履き不可）･運動のできる服装
申込期間●12月11日（火）～21日（金）
※電話での受付はできません。
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

平成31年度看護学生を募集
旭中央病院附属看護専門学校�

募集人数●約10～20名
受�験資格●①高等学校を卒業または
同等以上の資格を有する方②平成
31年3月高等学校卒業見込みの方
願書受付●12月18日（火）～
　平成31年1月11日（金）必着
試験日●
　〈筆記〉平成31年1月18日（金）
　〈面接〉　　　　1月19日（土）
※面接は筆記試験合格者のみ
問合せ●旭中央病院附属看護専門
　学校☎�63-8111

平成31年度入校生募集
県立旭高等技術専門校�

科目●①NC機械加工科（1年間）
　　　②自動車整備科　（2年間）
募集締切●12月6日（木）
選考日●12月13日（木）
合格発表●12月20日（木）
※�募集する科目および人数等、詳細
について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

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
12月23日（日・祝）

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 8,450人
（1日平均 272.6人）

10月

対前年同月比 21.0％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・年末年始休館）

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

ぜひご参加ください
多古町消防団消防出初式�

　消防表彰や多古高吹奏楽部による
演奏が催されます。
とき●平成31年1月12日（土）
　午前10時～正午
※演奏は午前11時30分からの予定
ところ●コミュニティプラザ
　文化ホール
問合せ●総務課交通防災係
　☎�76-2611��

20歳の誓い
『成人の日』記念式典�

　どなたでもご覧いただけます。
とき●平成31年1月13日（日）
　【受付】午前10時～10時30分
　【式典】午前11時
ところ●コミュニティプラザ
　文化ホール
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

とき●平成31年1月12日（土）
　午後1時から
　【雨天の場合13日（日）】
ところ●栗山川あじさい橋周辺
申込み・問合せ●かもちんの会�
　佐藤;090-1457-1630

自慢のたこで競い合おう！
たこ揚げ大会

　今年の6月にスイスで開催された第14回ゲザ・アンダ国際ピアノコンクー
ルで見事優勝！
　いま最注目の米国若手女性ピアニストが、受賞後、待望のソロリサイタル。
とき●平成31年3月9日 ( 土 )【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演●クレア・フアンチ　
曲目●スカルラッティ／ソナタ集、F・ショパン／夜想曲作品9
　　　ラフマニノフ／前奏曲集 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、道の駅多古
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。間もなく鎌倉幕府は滅亡し、中先代の乱、土橋動乱、
箱根竹の下合戦と相次いで起こった騒乱を、湛睿は東禅寺長老として切り
抜けた。湛睿は、横浜市金沢にある称名寺を活動拠点とし、40代には奈良・
東大寺、大阪・久米多寺に留学した学僧で、江戸時代編さんの『本朝高僧伝』
に伝記が載る知る人ぞ知る碩

せき

学。そんな学究肌の僧侶が明日をも知れぬ時代
に寺院経営を担うことに…。
　中世学僧の奮闘ぶりを「国宝�称名寺聖教・金沢文庫文書」から紹介します。
とき●12月15日 ( 土 )　【開場】午後1時30分�　【開演】午後2時
講師●道

どう

津
つ

綾乃�氏　神奈川県立金沢文庫主任学芸員

チケット発売中

12/13（木）チケット発売

入場無料

クレア・フアンチ ピアノリサイタル

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）

　６mの巨大ツリーの点灯式や豪華賞品が当たる
抽選会、「Do�As�Infinity」スペシャルライブなど楽
しいイベントが盛りだくさん！
　会場内では、多古こども園の子どもたちも参加して、かわいらしく飾り�
付けたミニツリーが皆さんのご来場をお待ちしています。
とき●12月8日（土）　午前11時～午後6時30分
ところ●成田空港第2ターミナルビル前中央広場
問合せ●クリスマス・フェスティバル実行委員会事務局
　☎�0476-34-5858

ナリタエアポート
クリスマス・フェスティバル
2018

第４回講座　千田庄東禅寺の経営者・湛睿�〜中世学僧の奮闘記〜

　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

クリスティアン・トカチェフスキ ピアノリサイタルⅣ

くらしの情報

■町県民税　■介護保険料
■水道料　■国民健康保険税
■後期高齢者医療保険料
※�口座振替日は12月25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●12月12日（水）
　�平成30年1月～2月生まれの
　乳児と未実施者
3歳児健診●12月14日（金）
　�平成27年7月～8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。
※ 年末年始の業務の詳細は、
　10ページをご覧ください。
■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、24日（月）は休日ですが、
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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