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　１月号の P ４年男年女、久賀小
学校 6 年は塚本紘士さんの誤りで
した。お詫びして訂正します。

お詫びと訂正

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
3月31日（日）

The information of the living

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

市外局番の記載がないものはすべて「0479」です。

入場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
　普段手に入らない航空部品やエア
ライングッズなどが格安で販売され
ます。
とき● 3月 9日（土）・10 日（日）
　午前 10 時～午後 5時
　（10 日は午後 4時まで）
■「パイロットのおはなし」
　日本航空パイロットによる業務内
容や体験談などの講演です。
とき● 3月 17 日（日）
　午後 1時から
■ JGSグランドハンドリング教室
　航空機誘導のマーシャリングなど
の体験ができるイベントです。
とき● 3月 21 日（木・祝）
　午前 10 時～午後 4時
共通問合せ●航空科学博物館
　☎�78-0557

雨宮節子 染と織展
ぎゃらりぃ トキノオト�

　弥生、嬉しき、春にむかって
とき● 3月 8日（金）～ 25 日（月）
　【毎週金曜】
　午後 1時 30 分～ 4時
　【毎週土・日・月曜】
　午前 10 時 30 分～午後 4時
ところ●多古町北中 2086-8
入場料●無料
問合せ●小島 ;080-1074-8317

リニューアルオープン
国立歴史民俗博物館�

　開館以来初めて総合展示第 1 展
示室「先史・古代」が 3 月 19 日（火）
にリニューアルオープンします。歴
博の先端的研究が明らかにした先史
時代の新しい年代観に基づき、約
3500 年さかのぼった土器の出現、
約 500 年さかのぼった水田稲作の
始まりなど、開館時には明らかにさ
れていなかった調査結果を踏まえた
新しい歴史展示をぜひご覧ください。
問合せ●ハローダイヤル
　☎ 03-5777-8600

第4級アマチュア無線技士
養成課程講習会受講生を募集�

とき● 5月 26 日（日）・6月 2日（日）
　両日共に午前9時～午後4時 40分
ところ●多古町商工会館
受講料● 22,750 円
　18 歳以下 7,750 円
定員● 54 人 ( 先着順 )
申込み・問合せ●沢田
　☎ 76-3544

一緒に働きませんか
坂田苑デイ・サービスセンター�
　非常勤職員（介護員）の募集を行い
ます。明るく働きやすい職場で、未
経験の方には丁寧に指導いたします。
勤務内容●高齢者介護
時給● 940 円
勤務日数●週 1～ 5日
勤務時間●
　①午前8時 30分～午後5時15分
　②午前8時 30分～午後3時 30分
　③午前8時 30分～午後0時 30分
提出書類●履歴書（郵送または持参）
選考方法●面接試験
問合せ●山武郡市広域行政組合立
　坂田苑デイ・サービスセンター
　☎ 80-1718

催しもの 募集

空港シャトルバス利用状況

延べ 7,803人
（1日平均 251.7人）

1月

対前年同月比 15.1％増

　顕彰や小中学生の発表、日本最年少の浪曲師として寄席を感動の渦に巻い
ている国本はる乃さんのアトラクション、多古高吹奏楽部の皆さんによる演
奏が催されます。ぜひ、お越しください。
とき●3月2日（土）【受付】午後1時　【開会】午後1時30分
ところ●コミュニティプラザ文化ホール
入場料●無料
問合せ●多古町社会福祉協議会☎�76-5940

支え合える社会をつくろう！第32回多古町社会福祉大会

交通安全推進隊を募集します

　県では、悲惨な交通事故を無く
すため、交通安全活動が可能な方
を「交通安全推進隊」として募集し
ています。
　詳細は、県HPで「交通安全推進
隊」とサイト内検索するか、下記連
絡先までお問い合わせください。
応�募資格●県内に在住・在勤また
は通学している16歳以上の方。
また、原則、小学校区ごとに
グループで月1回以上活動でき�
る方。
活�動内容●通学路などにおける街
頭監視・保護・誘導、交通安全
に関する高齢者宅訪問など
問合せ●香取地域振興事務所
�地域振興課☎�0478-54-1311

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）

踊りをめぐって～ピアノとサクソフォンとバイオリンによる～
とき●3月31日（日）【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演●ピアノ：伊藤亜希子　サクソフォン：原博巳
　　　バイオリン：佐藤まどか　
　　　合唱：歌はともだち、男声合唱団おろち、土曜コーラス、木曜コーラス
曲目●ファリャ／スペイン舞曲�第1番、ポール・ボノー／ワルツ形式による
　　　カプリス、ピアソラ／リベルタンゴ ほか

入場無料

チケット発売中

チケット発売中

ブレーメンの音楽会 in 多古　2019

共通チケット販売所●コミュニティプラザ、平山書舗、木内書店、道の駅多古

※クレア・フアンチのチケット購入者は1枚ごとに500円割り引きしますので、
　チケットの提示をお願いします。

　昨年6月にスイスで開催されたゲザ・アンダ国際ピアノコンクールで優勝！
10歳の時には、ビル・クリントン元大統領のために演奏を披露。
　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。
東京サントリーホールに次いで町文化ホールで開催。ぜひ世界の音を堪能し
てください。
とき●3月9日（土）�【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
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）

①わいわいコンサート（0歳から入場できます）
②アフタヌーンコンサート（4歳未満の入場不可）
とき●3月24日（日）
　　　①【開場】午前10時 【開演】午前10時30分
　　　②【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演●ソプラノ：中江早希　フルート・司会：一村誠也
　　　�アンサンブル・ディヴェルターズ
　　　（バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、ピアノ）
チケット料金●一般1,500円　中学生以下500円　4歳未満無料（全席自由）

クレア・フアンチ ピアノリサイタル

音楽のおくりもの～歌の花たば～

くらしの情報

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●3月8日（金）
　�平成30年10月～11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、
21日（木）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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多古中学校ブラスバンド部定期演奏会
　歌あり、ダンスあり！クラシックから演歌、ポップスなど皆さんが楽しめ
る曲が演奏されますので、ぜひお越しください。
とき●3月16日（土）【開場】午後1時　【開演】午後1時30分
ところ●コミュニティプラザ文化ホール
入場料●無料　【全席自由】
問合せ●多古中学校☎�76-5261




