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■病院フェスティバル 2019 ■　とき● 5月 25日（土）午前 9時 30分～午後 3時
内容●こども医療者体験、骨密度・肺機能測定、ボランティア団体等による催し�ほか
ところ・問合せ●千葉県立佐原病院☎ 0478-54-1231

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
5月26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。

新規学校卒業者の求人手続等説明会
ハローワーク佐原�

　進路指導担当教諭との名刺交換会
も予定しています。参加には事前に
申し込みが必要です。
対象●新規学校卒業者を対象とする
　求人募集を行う事業主
とき● 5月 22 日（水）
　午後2時30分から（受付は午後2時）
ところ●佐原中央公民館 3階
　大会議室
問合せ●ハローワーク佐原
　求人・特別援助部門
　☎ 0478-55-1132

3B 体操で身体も心もイキイキと！
健康体操 無料体験教室�

　手具を使って楽しく簡単に、音楽
に合わせ仲間と体を動かします。
とき● 5月 21 日（火）・28 日（火）
【成人女性】
　午後 1時～ 2時 30 分
【1歳半～入園前の親子】
　午後 2時 45 分～ 3時 45 分
ところ●コミュニティプラザ和室
持ち物●動きやすい服装、飲み物
申込み・問合せ●桜井
　☎ 090-2527-3945

ご相談ください
特設住民相談�

　弁護士による無料相談です。
とき● 6月 6日（木）
　午前 9時 30 分～午後 2時
ところ●役場 1階 第 2会議室
※�相談は予約制で、相談時間は一人
あたり 30 分程度です。

予約受付● 5月 15 日（水）
　午前 9時から〔先着 7名〕
申込み・問合せ●住民課住民係
　☎ 76-5401

ご協力お願いします
ゴミゼロ運動の実施�

　散乱空き缶等の町内一斉掃除を主
とするキャンペーンに参加しましょう。
とき● 5月 26 日（日）
集積場所●各地区の指定場所
問合せ●生活環境課環境係
　☎ 76-5406

農作物への被害防止
有害鳥獣捕獲の実施�

とき● 5月 18 日（土）･19 日（日）・
　25 日（土）･26 日（日）
　午前 6時～午後 5時
捕獲方法●銃器･箱わな・くくりわな
問合せ●産業経済課農業振興係
　☎ 76-5404

ぜひお越しください
多古高校 文化公演会�

　「和太鼓 Performance�Grupe
和 -jin（わじん）」による和太鼓演奏
が行われます。2階席を無料開放し
ますので、演奏と演舞をどうぞお楽
しみください。
とき● 6月 1日（土）
　開場　午後 0時 45 分
　開演　午後 1時 10 分
ところ●コミュニティプラザ文化ホール
問合せ●多古高校☎ 76-2557

AIRPORT MARKET
空市 — soraichi —�

　空港周辺市町の特産品の販売、�
ちびっこ制服体験や空市ビンゴなど
の子ども向けイベント、豪華賞品が
当たるお楽しみ抽選会も行われます。
とき● 5月 12 日（日）
　午前 10 時～午後 3時
と ころ●成田国際空港第2旅客ター
ミナル前中央広場

問合せ●空市実行委員会事務局
　☎ 0476-34-6393

　代替地登録制度とは、公共事業
に土地を提供する方が、代替地を希
望する場合に代替地候補となる土
地の情報を町が提供する制度です。
　自己の所有している土地で代替
地の提供を希望される方につきま
しては、この制度に所有する土地
を登録することができます。登録
する土地は「1 区画の面積が 200
㎡以上であり、公道に接し概ね正
方形または長方形であること」な
どの要件がありますので、詳しく
はお問い合わせください。
問合せ●都市整備課土木管理係
　☎ 76-5407

募集 お知らせ催し物

空港シャトルバス利用状況

延べ 8,167人
（1日平均 263.5人）

3月

対前年同月比 12.0％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・祝日休館）

チケット発売中

5月18日（土）発売

　イタリアと日本を拠点として、国内外でリサイタルや室内楽の演奏活動を
行っており、昨年の夏にはベネディクト修道院においてリサイタルを行い、
「天界からの響き」と絶賛され大きな話題をよんでいます。
とき●7月14日（日）【開場】午後2時30分　【開演】午後3時
チケット料金●一般3,000円　学生1,000円（全席自由）
※未就学児の入場はできません。　
販売所●コミュニティプラザ

　台湾にルーツを持ち日本で生まれ育った
彩愛玲さんは、二つの文化に大きな影響を
受け、音楽を通して国際交流を深める中で
チベット亡命者3世のソナムギャルモさん
との共演となりました。チベットのおばあ
さまから教わった独特の歌唱を披露します。

■エアロマーケット
　普段お目にかかれない航空関係のグッズを取り揃え、特別販売します。
とき●5月3日（金・祝）、4日（土・祝）、5日（日・祝）、6日（月・休）
　午前10時～午後5時
■折紙飛行機教室
　折紙飛行機を作って飛ばす教室を開催します。
とき●5月3日（金・祝）、4日（土・祝）、5日（日・祝）、6日（月・休）
　午後1時～2時30分
■集まれ！ NARITA 空港車両
　空港を縁の下で支える特殊車両が博物館に集まります。
とき●5月26日（日）　午前10時～午後3時

※すべて入館料のみでお楽しみいただけます。
共通問合せ●航空科学博物館☎�78-0557

とき●6月30日（日）【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
チケット料金●一般3,000円　高校生以下1,500円（全席自由）
販売所●コミュニティプラザ

高橋里奈ピアノリサイタル
〜偉大なる作曲家たちの名作で贈るファンタジーの世界〜

ソナムギャルモ＆彩 愛玲
チベットの風に吹かれて〜異国の地で芽生える命の祈り〜

女性消防「ひまわり隊」募集
　女性ならではの視点を活かし
て、地域の消防防災活動を支援
しませんか？
　興味がある方は気軽にお電話
ください。
活 動内容●防災・火災予防啓発
活動、大規模災害時の後方支
援活動など

資 格● 18 歳以上の女性の方で、
多古町在住または在勤の方

問合せ●総務課交通防災係
　☎ 76-2611

ソナムギャルモ 彩 愛玲

航空科学博物館はイベント盛りだくさん

代替地登録制度のお知らせ

くらしの情報

■固定資産税
※�口座振替日は5月31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●5月10日（金）
　�平成30年12月～平成31年1月
生まれの乳児と未実施者

1歳6カ月児健診●5月17日（金）
　�平成29年9月～11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

　回収日の当日、朝8時までに出
してください。

■可燃ごみ
2日（木）・3日（金）・6日（月）は
休日ですが、通常どおり収集し
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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