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■第 30 回ミニ勉強会■　テーマ「発達障害のあるお子さんの中学・高校での過ごし方」
とき● 7月 4日（木）午後 6時 30分～ 8時 30分　ところ●神崎ふれあいプラザ文化ホール
参加費●無料　定員● 30名　申込締切● 7月 3日（水）　申込み・問合せ●香取海匝地域療育
システムづくり検討会（ロザリオ発達支援センター内）☎ 60-0625

■市民健康教室の開催について■　とき● 7月 26日（金）午後 5時～ 6時
ところ●千葉県立佐原病院�南 1階�多目的ホール　内容●乳がんを見つけるためには
講師●当院 外科 当間智子医師　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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7月28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。

催しもの 募集

空港シャトルバス利用状況

延べ 8,895人
（1日平均 286.9人）

5月

対前年同月比 7.5％増

看護師を募集します
多古中央病院�

募集人数● 2名（正規職員）
勤務時間●午前 8時 30 分～
　午後 5時 15 分（日勤）
　午後 4時 30 分～午前 9時（夜勤）
手当●通勤・住居・扶養手当 等
応募期間●7月1日（月）～19日（金）
採用予定● 9月 1日
応�募方法●履歴書、看護師免許の
　コピー
問合せ●多古中央病院庶務係
　☎ 76-2211

甲種防火管理者
資格取得講習�

とき● 8月 21 日（水）・22 日（木）
【1日目】午前 9時 50 分～
　午後 4時 50 分
【2日目】午前 9時 50 分～
　午後 3時 55 分
ところ●佐原中央公民館
受付期間●7月18日（木）～19日（金）
定員● 100 名　※先着順
受講料● 7,500 円
申�込み●組合管内消防署にある受講
申込書に記入の上、（社）千葉県消
防設備協会（千葉市中央区道場南
1-9-15 千葉県電工会館 2階）へ
　持参または FAX︵043-223-6610）
問合せ●香取広域市町村圏事務組合
　消防本部予防課☎ 0478-52-1192

令和2年4月採用
東総衛生組合職員募集�

試験日● 9月 22 日（日）
　午前 10 時（受付は午前 9時）
ところ●銚子市立銚子高校
採用予定人数●1名（一般行政職上級）
受�験資格●①平成元年 4 月 2 日か
ら平成 10 年 4 月 1 日までに生ま
れた方で、学歴を問わない。
　�②平成 10 年 4 月 2 日以降に生ま
れた方で、学校教育法に基づく大
学を卒業した方。
受付期間● 7月 29 日（月）～
　8月 13 日（火）消印有効
※土・日・祝日を除く。
申込み・問合せ●東総衛生組合
　事務局（旭市二の 5933 番地）
　☎ 62-0794

入館料のみでお楽しみいただけます
航空科学博物館�

■「パイロットのおはなし」（ANA）
　航空機の運航において重要な役割
を果たすパイロットの講演会です。
とき●7月15日（月・祝）
　午後1時から
定員●先着120名
※当日整理券をお配りします。
問合せ●航空科学博物館
　☎78-0557

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

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

チケット発売中

チケット発売中

第2回講座

　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います。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
な話題をよびました。
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

　参加者全員で往年の名曲を思い切り楽しく歌うコンサートです。
　プロの生演奏をバックに元気に歌いましょう。
とき●7月26日（金）　【開場】午後0時30分　【開演】午後1時
曲目●カチューシャ、学生時代、上を向いて歩こう、青い山脈　ほか
チケット料金●前売券1,500円　当日券2,000円（全席自由）
※車椅子等で介助を要する方の付添人1名分は半額です。
販売所●コミュニティプラザ

　この映画は、産まれてきた意味や家族の絆、命の大切さ、人との繋がり、�
＂生きる＂ことを考えるドキュメンタリー映画です。昨年度も上映し、観ていただ
いた皆さんから好評をいただきました。今年度もより多くの方に鑑賞いただくた
め無料で上映します。※家庭教育学級中央研修会を兼ねています。
とき●7月12日（金）・13日（土）
【開場】午後1時　【上映】午後1時30分から（上映時間104分）
問合せ●生涯学習課社会教育係☎76-7811

　戦国時代末期に多古城主であった牛尾胤仲は高根権現に祀られています。
戦国時代、千田庄原郷を名字の地とする原氏は、千葉氏に匹敵する勢力を持
ちましたが、牛尾を名乗る牛尾氏も有力な原一族で、千葉寺とも関わりを持っ
ていました。戦国時代を中心に牛尾氏について考えていきます。
とき●7月27日 ( 土 )【開場】午後1時30分　【開演】午後2時
講師●外山　信司�氏　千葉市立郷土博物館統括主任研究員

　ロックシンガー、デーモン閣下とソプラニスタ、岡本知高が夢の競演！
悪魔の森の主とそこへ招かれたオペラ伯爵が繰り広げる音楽劇的コンサート。
二名の規格外の歌声と個性的なキャラクターによるトークをご堪能ください。
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。
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

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～

杉山公章の歌声コンサート in 多古町

映画「うまれる」上映会

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）

デーモン閣下＆岡本知高の 悪魔の森の音楽会
多古町合併65周年記念
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本町区祭礼からのお知らせ

　他地区から本町区の祭礼に参加
する方は、事前に行われる踊りの
練習に必ず出席してください。
とき●7月20日（土）・22日（月）・
　23日（火）午後7時30分～9時
ところ●保健福祉センター駐車場
問合せ●野老;070-1072-0130

写真を募集します
　多古町商工会青年部では、今年度
のまちづくり志民活動として来年の
多古町 PRカレンダーを作成する予
定です。そこで、魅力あるカレンダー
にする為にも、町内外の皆さんから
多古町に関する写真（風景や行事ご
と、各地域でのお祭り等々）を募集
します。写真については、メールま
たはデータ持参でお願いします。
※スペースに限りがありますので、
すべての写真を掲載できない場合も
ありますのでご了承ください。
問合せ●多古町商工会☎ 76-2206　
　{post@tako.or.jp

くらしの情報

■国民健康保険税
■固定資産税　■介護保険料
■後期高齢者医療保険料
※�口座振替日は7月31日（水）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●7月5日（金）
　�平成31年2月～3月生まれの
　乳児と未実施者
2歳児歯科健診●7月16日（火）
　�平成29年2月～4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
　15日（月）は祝日ですが、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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