
午前 9 時～午後 5 時
12月22日（日）

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

■町県民税　■介護保険料

■水道料　■国民健康保険税

■後期高齢者医療保険料
※ 口座振替日は12月25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。
※ 年末年始の業務の詳細は、
　14ページをご覧ください。

�■ごみステーションの利用

　 松山清掃工場への直接搬入は

粗大ごみが対象です。年末年始

にかけて、松山清掃工場への粗

大ごみの直接搬入量が増加す

るため大変混み合います。ごみ

ステーションに出せるごみに

ついては、必ずごみステーショ

ンをご利用ください。

■粗大ごみの搬入

　 松山清掃工場へ直接搬入でき

るごみは以下のとおりです。

　 粗大ごみ（布団、ベッド、家具

類、自転車等）

　 ※草・木・竹・植木については、

搬入できません。

　� なお、松山清掃工場へ直接搬入

する場合は事前予約してくだ 

さい。

予　　約　 月曜～金曜まで電話

にて予約

　　　　　午前8時～午後4時30分

搬入時間　 午前8時～11時30分

　　　　　午後1時～4時30分

ごみの出し方

住民課･税務課休日開庁日

観光ボランティアガイド養成講座
多古町中世城あとめぐり学習会 
とき●①1月25日（土）・②2月15日
　（土）・③3月14日（土）【全3回】
※参加費無料
①午後1時30分～3時30分
②③午後1時～3時30分
ところ●たこらぼ（魅力発信交流館）
講�師●外山 信司 氏（千葉市郷土博

物館総括主任研究員）
　 遠山 成一 氏（東金市文化財審議

会会長）
申込み期間●1月20日（月）まで
申込み・問合せ●産業経済課
　経済振興係☎ 76-5404

令和2年度看護学生を募集
旭中央病院附属看護専門学校 

募集人数●約10～20名
受�験資格●①高等学校を卒業または

同等以上の資格を有する方②令和
2年3月高等学校卒業見込みの方
願書受付●12月17日（火）～
　令和2年1月9日（木）必着
試験日●
　〈筆記〉令和2年1月17日（金）
　〈面接〉　　　  1月18日（土）
※面接は筆記試験合格者のみ
問�合せ●旭中央病院附属看護専門学

校☎ 63-8111

強い人材が強い企業をつくる
後期ビジネス・キャリア検定試験 

　厚生労働省が定める職業能力評価
基準に準拠し、職務を遂行する上で
必要となる知識の習得と実務能力の
評価を行うことを目的とした試験で
す。
試験日●令和2年2月16日（日）
会場●千葉商科大学
　（市川市国府台1-3-1）
受付期限●12月13日（金）まで
試�験分野●人事・人材開発・労務管

理、経理・財務管理 ほか
※ 試験内容の詳細は、中央職業能力

開発協会ホームページをご覧くだ
さい。
問�合せ●ビジネス・キャリア検定
　試験運営事務局
　☎ 03-3233-6810

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 8,662人
（1日平均 288.7人）

10月

対前年同月比 2.5％増

20歳の誓い
『成人の日』記念式典 

とき●令和2年1月11日（土）
　【受付】午前10時～10時30分
　【式典】午前11時
ところ●コミュニティプラザ
　文化ホール
問合せ●コミュニティプラザ内
　生涯学習課社会教育係
　☎ 76-7811

ぜひご参加ください
多古町消防団消防出初式 

　消防表彰や多古高吹奏楽部による
演奏が催されます。
とき●令和2年1月13日（月・祝）
　午前10時～正午
※演奏は午前11時30分からの予定
ところ●コミュニティプラザ
　文化ホール
問合せ●総務課交通防災係
　☎ 76-2611

とき●令和2年1月13日（月・祝）
　午後1時から
　【雨天の場合19日（日）】
ところ●栗山川あじさい橋周辺
申込み・問合せ●かもちんの会 
　佐藤;090-1457-1630

自慢のたこで競い合おう！
たこ揚げ大会

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・年末年始休館）

■市民健康教室の開催■　とき●12月12日（木）午後2時～3時　ところ●県立佐原病院
内容●日々活用できる健康体操　※動きやすい服装でお越しください。
講師●当院 看護師 小川浩子 氏　問合せ●県立佐原病院 地域連携室☎ 0478-54-1231

■令和元年秋台風関連消費者ホットライン■　相談受付時間●午前10時～午後4時（土・日・
祝日含む）　フリーダイヤル●0120-486-188（通話料無料）
※「050」から始まる IP 電話からはお受けできません。

とき●12月20日（金）
　午後2時～5時
ところ●たこらぼ（魅力発信交流館）
定員●50名（申込不要）
参加費●無料
【第1部�基調講演】
テ ーマ「これまでの観光・これか

らの観光」講師：大下　茂 氏
（多古町総合振興審議会会長）
【第2部�シンポジウム】
テーマ「えっ !! 多古で観光 ??」
司 会：小笠原 永隆 准教授（帝京

大学経済学部観光経営学科）
コメンテーター：大下　茂 会長
問合せ●産業経済課経済振興係
　☎ 76-5404

～国際観光時代における～
多古の観光を考えるシンポジウム

　若者から高齢者まで、音楽好きが集まって好き勝手に演奏します。

　今年は、ビートルズ最後の録音から50年の記念すべき年。オリジナル曲

やポップスに加えて、ビートルズの名曲にも挑戦します。飛び入りも大歓迎。

　ぜひお楽しみください。

とき●12月22日（日）　【開場】午後1時　【開演】午後1時30分

出演●大人園メンバー、О . Ｇ . サンセット、ＤＪ ＫОＪＩ

　豪華景品が当たる大抽選会や乗って楽しめるミニ機関車を実施します。
　また、焼きそばやフライドポテト、豚汁などの物販はすべて100円！会場
内ではクリスマスリース作りも行われますのでぜひお越しください。
　イベントの詳細は折込チラシをご覧ください。
とき●12月15日（日）　正午～午後6時
ところ●町民体育館および駐車場
主催●多古町商工会青年部
問合せ●多古町商工会☎ 76-2206

チケット好評発売中

入場無料ロビーコンサート 大人園園外ライブⅡ

TAKOクリスマスフェスタ2019

〜ビートルズを演奏してみよう!?〜

　恒例の抽選会のほか、「p0p0 balloon」による

バルーンパレードや「清水久美子」スペシャル

ライブ、ワークショップなど楽しいイベントが

盛りだくさん！

　会場内では、多古こども園や空港周辺の子どもたちが飾り付けたツリーが

皆さんのご来場をお待ちしています。

とき●12月14日（土）　午前11時～午後6時（開場は午前10時）

ところ●成田空港第2ターミナルビル前中央広場

問合せ●クリスマス・フェスティバル実行委員会事務局

　☎ 0476-34-5858

ナリタエアポートクリスマス・
フェスティバル
2019

　ポーランドの国民的英雄ショパンをこよなく愛し、ロシア音楽の深みに挑

み続ける若きピアノの巨匠が５度目の来日！

　午後のひと時ゆったりとショパンの名曲をお楽しみください。

とき●1月12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）

チケット販売所●コミュニティプラザ

クリスティアン・トカチェフスキ ピアノリサイタルⅤ

イベント!!
新 ふくっらたまこも

遊びにくるよ！
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