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■市民健康教室の開催について■　とき●6月13日（木）午後2時～3時　ところ●千葉県立
佐原病院�南1階�多目的ホール　内容●知って得する健康塾～おいしく減塩して健康に～
講師●当院�内科�平井愛山医師　問合せ●千葉県立佐原病院☎0478-54-1231

■飯高特別支援学校�第1回学校公開■　とき●6月19日（水）午前9時30分～11時30分
申込み●6月7日（金）までに氏名、所属等を電話または FAX
問合せ●千葉県立飯高特別支援学校☎�70-5001　FAX ☎�70-5123

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 8,438人
（1日平均 281.3人）

4月

対前年同月比 5.6％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）
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町民先行チケット販売

一般販売

第１回講座
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くらしの情報

■町県民税　■水道料
※�口座振替日は7月1日（月）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

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●6月12日（水）
　�平成30年7月～ 8月生まれの
乳児と未実施者

3歳児健診●6月14日（金）
　�平成28年１月～ 2月生まれの�
幼児と未実施者

問保健福祉課健康づくり係
　☎76-3185

子どもの健診

　回収日の当日、朝8時までに 
出してください。特に、路上集荷 
の箇所は交通の妨げとなるので、 
収集日以外はごみを置かない
ようご協力をお願いします。
■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。

■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。
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

ごみの出し方

住民課･税務課休日開庁日

お気軽にご覧ください
第7回多古町美術会展開催

　絵画・彫刻・書道の作品の他、
睦月会（絵手紙）6名と多古特老
（絵・書道）2名の展示もあります。
とき●6月4日（火）～9日（日）
　午前9時～午後5時
※9日のみ午後3時まで
ところ●コミュニティプラザ
入場料●無料
問合せ●郡司繁徳;090-3452-1762

日本寺主催
あじさい祭り

　午前11時に献花祭式典。式典後、
バルーンアートや小

こ

咄
ばなし

、白桝粉屋�
おどりの奉納などが行われます。
※雨天の場合は本堂にて上演。
とき●6月16日（日）
問合せ●多古町日本寺☎�76-3745

ぜひお越しください
ぎゃらりぃ トキノオト

「彫・塗・沈金 －漆－ 大西未穂展」
とき●6月14日（金）～25日（火）
　【毎週金曜日】
　午後1時30分～4時30分
　【毎週土～火曜日】
　午前10時30分～午後4時30分
ところ●多古町北中2086-8
入場料●無料
問合せ●小島;080-1074-8317

税務のスペシャリスト
平成31年度税務職員募集

受 験資格●①平成31年4月1日にお
いて高校または中学校を卒業した
日の翌日から起算して3年を経過
していない方
　�②令和2年3月までに高校または
中学校を卒業する見込みの方

受付期間●6月17日（月）～26日（水）
試験日●（一次）9月1日（日）
問合せ●佐原税務署総務課
　☎0478-54-1331

生活習慣の見直しが大切です
健康づくり教室【全10回】

とき●��6月25日（火）･7月30日（火）
　　　��8月27日（火）・9月27日（金）
　　　10月18日（金）・11月19日（火）
　　　12月��6日（金）・1月24日（金）
　　　��2月25日（火）・3月13日（金）
ところ●コミュニティプラザ
内 容●50～60歳代の方を対象とし
た軽度な運動

定員●30人（先着順）
申 込み・問合せ●6月14日（金）まで
に保健福祉課健康づくり係
　☎76-3185

一緒に働きませんか
シニアお仕事説明会 in 多古

　㈱セブン -イレブン・ジャパンと
共催でお仕事説明会を開催します。
とき●6月17日（月）
　午後2時～3時30分
ところ●役場第4会議室
対象●おおむね60歳以上の方
定員●30名程度
申込み・問合せ●産業経済課
　経済振興係☎76-5404

タイトル：
「赤い月」
作：
鈴木美代子
（千葉県
 美術会委嘱）

香取支部ポンプ操法大会

とき● 6月 29 日（土）午前 8時 30 分から
※荒天の場合は中止、当日の午前 6時までに決定
ところ●東庄町役場駐車場（東庄町笹川い 4713-131）

問合せ●香取広域消防本部多古分署☎ 76-3255

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

　嘉暦元年（1326年）、千田庄東禅寺の住持に就任した本
ほん
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にょ
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。まもな
く鎌倉幕府が滅亡し、東禅寺の周辺では土橋合戦が起こった。湛睿は東禅寺
からその緊迫した状況を横浜市金沢の称名寺に伝えていた。
　当時の状況を「国宝�称名寺聖教・金沢文庫文書」から紹介します。
とき●6月22日（土）【開場】午後1時30分　【開演】午後2時
講師●永井　晋 氏　関東学院大学非常勤講師（元金沢文庫学芸員）

とき●9月21日（土）【開場】午後4時30分　【開演】午後5時
出演●アーティスト：デーモン閣下　ソプラニスタ：岡本知高
　　　Ｎ響団友オーケストラ（弦楽四重奏＋ピアノ・キーボード）
チケット料金●S席6,000円　A席5,000円　B席4,500円（全席指定）
※未就学児の入場はできません。
　　　　　　　　　　　（1人6枚まで購入可）
※町民である証明（運転免許証等）をご持参ください。
販売期間●6月8日（土）～21日（金）　午前9時～午後5時
※10日（月）・17日（月）を除く
販売所●コミュニティプラザ　電話でのチケット予約はできません
※販売枚数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
　　　　　6月22日（土）午前9時から
電話予約は6月23日（日）午前9時から（コミュニティプラザのみ）
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

とき●6月30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
　　　　　　　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～

多古町デジタルアーカイブ公開記念
多古町歴史講座「千田庄と千葉氏を探る」シーズン３（全5回）
　　　　　 湛睿の書状にみる南北朝時代の房総

デーモン閣下＆岡本知高の 悪魔の森の音楽会

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～

ソナムギャルモ 彩 愛玲

　誰もが知るクラシックの名曲をエレガントにアレンジ、
名曲の新たな魅力を引き出す心が潤うコンサートです。
とき●6月15日（土）【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
チケット料金●S席5,000円
　　　　　　　�A席4,000円　B席3,000円（全席指定）
※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、平山書舗、木内書店、道の駅多古

多古町合併65周年記念��平成31年度県民の日賛同行事

多古町合併65周年記念

川井郁子ヴァイオリン・コンサート

千葉県民の日を記念して、当日券を高校生以下は50％割引します

6/22（土）チケット一般発売

入場無料

5月号のP9塙区長は平山洋さんの
誤りでした。
お詫びして訂正します。

【ポンプ車の部】
多古町消防団第 2分遣所（南玉造）

【小型ポンプの部】
多古町消防団第 1分団第 2班
（本町、仲町）
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