
午前9時～午後5時
2月23日（日）

■国民健康保険税

■介護保険料　■水道料

■後期高齢者医療保険料
※�口座振替日は3月2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。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。

�■可燃ゴミ
　�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、11日（火）・24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）

　�一般家庭からの直接搬入は、
　粗大ごみが対象です。
　��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

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）

とき●3月28日（土）【開場】午後2時　【開演】午後2時30分
出演●ピアノ：伊藤亜希子　歌・ギター：伊藤　誠
　　　ヴァイオリン：佐藤まどか　

　　　合唱：歌はともだち、男声合唱団おろち、土曜コーラス、木曜コーラス

曲目●ベートーヴェン／スプリングソナタ、エルガー／愛の挨拶、
　　　伊藤　誠／君の風になろう、さ＜ら、一冊の本 ほか

チケット好評発売中

入場無料ブレーメンの音楽会�in�多古 2019 ～春を讃えて～

　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を受賞した、

かつてない驚愕のテクニックと深遠なる美音。気品あふれる絢爛さが生む、

壮大な感動劇。世界レベルの演奏をご堪能ください。

とき●2月22日（土）
　　　【開場】午後2時　【開演】午後2時30分

曲目●Ｆ・ショパン／バラード、マズルカ、
　　　ピアノソナタ第3番 ほか

チケット料金●4,500円　学生（25歳以下）2,500円
　　　　　　　（全席自由）　

チケット販売所●コミュニティプラザ

髙木竜馬 令和2年ピアノリサイタル

■市民健康教室の開催■　とき● 2月 13日（木）午後 3時 30分～ 4時 30分
ところ●県立佐原病院　内容●膝の痛みとどのように付き合ってい＜か
講師●当院 整形外科医師 北㟢 等 氏　問合せ●県立佐原病院 地域連携室☎ 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。

お誕生 のびのび元気に
　　　大きくなぁれ
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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。

パッチワーク deアニマル展
ぎゃらりぃ トキノオト�

　かわいい動物たちが待っています。
とき●2月7日（金）～24日（月・休）
　【毎週金曜】
　午後 1時 30 分～ 4時
　【毎週土・日・月曜】
　午前 10 時 30 分～午後 4時
ところ●多古町北中 2086-8
入場料●無料
問合せ●小島☎ 080-1074-8317

催しものが盛りだくさん
航空科学博物館�

■飛行機工作教室
とき● 2月 11 日（火・祝）
　午後 1時～ 2時 30 分
費用● 300 円（材料費）
定員●先着 40 名（原則小学生以上）
■航空アート展
航空科学博物館
〜平成と共に歩んだ 30 年〜
期間● 3月 29 日（日）まで
費用●入館料のみ
■航空ジャンク市
　大変好評の恒例イベントで、普段
あまりお目にかかれない航空部品や
エアライングッズなどを格安で販売
します。
とき●① 3月 7日（土）
　　　② 3月 8日（日）
　①午前 10 時～午後 5時
　②午前 10 時～午後 4時
共通問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557
休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）

初心者も経験者も大歓迎 !!
スポ少剣道クラブ�

とき●毎週日曜 ･隔週木曜
【日曜】午前 9時 30 分～ 11 時 30 分
【木曜】午後 7時～ 8時
ところ●【日曜】中村小体育館
　　　　【木曜】中村小体育館
　　　　または多古中体育館
参加費● 4,300 円（保険・登録料込）
※高校生以上は金額が変わります。
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�

訓練科目●NC機械加工科（1年間）
　　　　　自動車整備科（2年間）
募集締切● 3月 11 日（水）
選考日● 3月 19 日（木）
合格発表● 3月 23 日（月）
申込み・問合せ●県立旭高等技術
　専門校☎ 62-2508

令和2年度入学生募集（2次）
千葉県生涯大学校 東総学園�

募集対象●仲間づくり、生きがいづ
くり、社会参加に興味のある県内在
住の原則として 60 歳以上の方
募集内容●造形学部陶芸コース
　　　　　（週 2回登校、1年制）
※�募集人員については、直接お問い
合わせください。
授業料●年額 59,200 円
募集期間●2月10日（月）～28日（金）
問合せ●〒 288-0813
　銚子市台町 2203
　千葉県生涯大学校 東総学園
　☎ 25-2035

催しもの 募集

空港シャトルバス利用状況

延べ 9,054人
（1日平均 292.1人）

12月

対前年同月比 6.9％増

　あの感動をふたたび！今年もさまざまなダンスが共演 !!
　フラダンスや社交ダンス、キッズダンスを中心に、ヒップホップやストリー
トダンス、フラメンコ、ラテンダンス、ベリーダンス、よさこい鳴子踊りに日
本舞踊とバラエティ豊かなダンスを一度にご覧になれます。皆さまお誘い合わ
せの上、ぜひご来場ください。
とき●2月9日（日）【開演】午前11時
ところ●コミュニティプラザ文化ホール　
主催●多古町文化協会ダンス部
後援●多古町教育委員会
問合せ●勝又☎�76-4560

多古町ダンスフェスティバル2020
入場無料

※当日は、パンやおにぎり、飲み物などを文化ホールロビーで販売いたします。

くらしの情報

※詳しくはお問い合わせください。
申込み・問合せ●生涯学習課社会教育係☎76-7811

出会い・発見・感動

新たな挑戦
心豊かな生活の講座

ゆうゆう塾（旧高齢者大学）

参加者募集

女性大学
役立つ生きた情報
女性のための講座
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