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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月受付分・敬称略）
この欄に掲載を望まない場合は届け出時に

受付窓口へお申し付けください。

午前9時～午後5時

9月29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 8,652人
（1日平均 279.1人）

7月

対前年同月比 14.0％増

金子あい一人語り
日本寺コンサート 

　「人情裏長屋 山本周五郎傑作短編」
　森の中にひっそりと佇む本堂で繰
り広げられる江戸人情話の世界。
　笑えてほろりと泣ける江戸の長屋
を舞台にしたお話です。ぜひお越し
ください。
とき●10月14日（月・祝）
　昼の部【開場】午後1時30分　
　　　　【開演】午後2時
　夜の部【開場】午後5時30分　
　　　　【開演】午後6時
チケット料金●一般2,000円　
　高校生以下1,000円（全席自由）
※ �JAF 会員は20％割引（4名まで）、
申込みは日本寺まで

チ�ケット販売所●平山書舗・木内書
店・道の駅多古
問�合せ●多古日本寺コンサート実行
委員会☎ 76-3745（日本寺）

ぜひお越しください
ぎゃらりぃ トキノオト 

「―糸―織―布―展」※入場料無料
期間●9月23日（月・祝）まで
　【毎週金曜日】
　午後1時30分～4時30分
　【毎週土～月曜日】
　午前10時30分～午後4時30分
ところ●多古町北中2086-8
問合せ●小島☎ 080-1074-8317

入館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
　貴重な航空部品やエアライングッ
ズなどを格安で販売します。
とき●9月7日（土）・8日（日）
　午前10時～午後5時
　（8日は午後4時まで）
■航空キッズアート展
募集期間●9月29日（日）まで
展示期間●11月1日（金）～
　　　　　12月1日（日）
対象●園児・小学生
共通問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557

ぜひご参加ください
第10回多古町チャリティーゴルフ大会 
とき●10月28日（月）
ところ●ゴルフ倶楽部成田ハイツリー
参加費●3,000円
　（ワンオンチャレンジ参加費含む）
申込期間●9月10日（火）～
　　　　　10月4日（金）
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

令和2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　8名
　　　②自動車整備科　 10名
期間●10月1日（火）～30日（水）
選考日●11月7日（木）
合格発表●11月14日（木）
資�格●①高等学校を卒業または同等
の学力を有する45歳未満の方
　②高等学校を卒業した方
　（卒業見込みを含む）
※詳細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

必修基礎コース受講生募集
失語者向け意思疎通支援者養成講座 
　失語症のある人とのコミュニケー
ションに必要な会話技術を身につけ、
失語症のある人との1対1の会話が
行え、日常生活上の外出場面で意思
疎通を支援できる意思疎通支援者を
養成するための講義と実習です。
とき●9月29日（日）～11月17日（日）
　【全9回、合計40時間】
と�ころ●市川市急病診療・ふれあい
センター集会室 ほか
定員●20名
参加費●無料
申�込み●千葉県言語聴覚士会のホー
ムページの申込フォームより
問合せ●（一社）千葉県言語聴覚士会
　（千葉県委託事業）
　☎ 080-7187-2524（担当 :山本）

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）

絶賛発売中

チケット発売中

チケット発売中

チケット発売中

　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）
曲目●ボヘミアン・ラプソディ（デュエット）、
　　　乾杯の歌～「椿姫」（デュエット）ほか
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

　第16回グリーグ国際ピアノコンクール優勝ならびに聴衆賞受賞。
　ワールドクラスの驚愕のテクニックで弾く、ショパンの代表曲集。
　「ピアノの森」収録秘話を含むトークもお楽しみいただけます。
とき●9月1日（日）【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
曲目●スケルツォ、3つのマズルカ、ポロネーズ／ショパン　ほか
チケット料金●4,000円　大学生以下 2,000円（全席自由）
販売所●コミュニティプラザ

歌劇《椿姫》　全3幕／日本語字幕付きイタリア語上演
指揮：平野桂子　演出：飯沼友規、浜田耕一　ピアノ：谷塚裕美
とき●11月17日（日）【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
チケット料金●2,500円（全席自由）
販売所●コミュニティプラザ
問合せ●ワイズカンパニー事務局 ☎ 03-6804-2383

　＂フォークの神様＂と呼ばれメッセージ性の強い楽曲で、当時の若者のカリ
スマ的存在であった岡林信康。「山谷ブルース」「自由への長い旅」「チュー
リップのアップリケ」などの代表曲のほか、親交のあった美空ひばりに楽曲
を提供するなどソングライターとしても活躍。名曲の数々とユーモアあふれ
るトークを心ゆくまでお楽しみください。
とき●11月10日（日）　【開場】午後4時30分　【開演】午後5時
出演●歌・ギター：岡林信康　　ピアノ：加藤実
曲目●チューリップのアップリケ、山谷ブルース、
　　　26ばんめの秋、君に捧げるラブ・ソング ほか
チケット料金● S席4,000円　A席3,500円
　　　　　　　B席2,500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

デーモン閣下＆岡本知高の 悪魔の森の音楽会

岡林信康コンサート2019

多古町合併65周年記念

多古町合併65周年記念

髙木竜馬令和元年ピアノリサイタル
〜「ピアノの森」雨宮修平の軌跡〜

ワイズ オペラ コーラス 第3回定期演奏会

■市民健康教室の開催■　とき●9月25日（水） 午後2時～3時　ところ●県立佐原病院
内容●脳卒中の予防～日常生活のポイント～　講師●当院 脳外科医 川﨑宏一朗医師
※予約不要、入場料無料　問合せ●県立佐原病院 地域連携室☎ 0478-54-1231

詳しくはこちら…

空港シャトルバス
50万人達成記念
キャンペーン中
50 万人達成日予想クイズに
応募をし当選すると

最大 50 名（ピタリ賞）の方に
豪華賞品をプレゼント

9/19㈭
まで

くらしの情報

■固定資産税　■介護保険料

■国民健康保険税

■後期高齢者医療保険料

※ 口座振替日は9月30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

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時までに決め
られたごみステーションへ出し
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、16日（月）と23日（月）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
■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

15 2019.9




