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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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午前9時～午後5時
4月26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。

グリーンを狙え !!
町民ゴルフ大会�

とき● 6月 8日（月）【雨天決行】
ところ●ゴルフ倶楽部
　成田ハイツリー
参加資格●町在住・在勤の方
参加費● 3,000 円
　（プレー代は別途自己負担）
競�技方法●新ペリア方式 18 ホール
ストロークプレー
部門●一般男子・レディース・
　シニア（55 歳以上）・
　グランドシニア
　（70 歳以上）
申込み・問合せ●
　4月 7日（火）～
　�5 月 8 日（金）までにコミュニティ
プラザ内生涯学習課社会体育係
　☎ 76-7811

一緒に活動しませんか
多古町保健推進員の募集

　町の保健活動の推進や健康づくり
のための啓発活動などを行う地域の
ボランティアです。
対�象●多古町にお住まいの女性で、
保健推進員会の趣旨にご賛同いた
だける方
活�動内容●町主催の料理教室での調
理のお手伝い、ひとり暮らしの高
齢者の方への配食サービス、いき
いきフェスタやマラソン大会など
の町のイベントへの協力など
活動日数●月に 1～ 2回程度
　（主に平日）
問合せ●保健福祉課健康づくり係
　☎ 76-3185

知識と技術を学びましょう
普通救命講習会の開催

　心肺蘇生法や AEDの使い方など
応急手当を習得していただけるよう
普通救命講習会を開催しています。
と�き●毎月第 2日曜
　　　午前 9時～正午
ところ●（偶数月）佐原消防署
　　　　（奇数月）小見川さくら館
定員● 30 名程度
問合せ●佐原消防署
　　　　☎ 0478-52-4111
　　　　小見川分署
　　　　☎ 0478-83-0119

季節のお花を楽しみましょう！
四季のお花教室�

とき●① 5月 9日（土）
　　　② 7月 11 日（土）
　　　③ 10 月 24 日（土）
　　　④ 12 月 26 日（土）【全 4回】
　午前 10 時～ 11 時 30 分
内�容●ブリザーブドフラワー、
　�ハーバリュウム、母の日・お正月
用のフラワーアレンジ
ところ●コミュニティプラザ 2階
　第 4研修室
対象●町在住・在勤の方
定員● 20 名程度
参加費● 1,500 円※④のみ 2,500 円
申�込み・問合せ● 4月 21 日（火）ま
でにコミュニティプラザ内生涯学
習課社会教育係
　☎ 76-7811

×心地よい音楽にのせたストレッチ
KA ストレッチ教室

とき● 4月 23 日（木）
　午後 7時～ 8時
ところ●コミュニティプラザ 3階
　多目的ホール
内�容●ヨガ・太極拳・ピラティスな
どをベースとしたストレッチ
対象●町在住・在勤の方（20 歳以上）
定員● 60 名
参加費●無料（ヨガマット持参）
申�込み・問合せ● 4月 19 日（日）ま
でにコミュニティプラザ内生涯学
習課社会教育係
　☎ 76-7811

確かな技能の証―国家検定制度―
令和2年度前期技能検定試験

職�種●園芸装飾、造園、鋳造、金属
熱処理、粉末冶金、機械加工など
（51 職種 80 作業）
受�検資格●原則として各職種とも
　所定の実務経験が必要
受付期間●4月6日（月）～17日（金）
試験実施日程● 6月 8日（月）～
　9月 13 日（日）の間の指定する日
受検手数料●（一般）実技�18,200 円
　　　　　　　　　学科 �3,100 円
※詳細はお問い合わせください。
問合せ●千葉県職業能力開発協会
　技能検定課
　☎ 043-296-1150

募集

空港シャトルバス利用状況

延べ 6,880人
（1日平均 237.2人）

2月

対前年同月比 6.2％減

◆受講生を募集します
　野菜の植え付けや収穫、季節の花の寄せ植え、ジャム・カップケーキ作り
などを楽しみませんか。園芸科の生徒と一緒に実習しますので、初心者の方
も大歓迎です。どなたでも参加できます。
とき● 5月 13 日（水）～ 12 月 2日（水）【全 8回】
　�原則水曜日の午後1時30分～3時20分に実施。
　なお、ジャム・カップケーキ作りは
　午前10時55分～午後0時45分に実施。
募集人員● 10 人（初めての方優先・申込み先着順）
※なるべくすべての講座に参加できる方が対象です。
受講料● 1,600 円（材料費は別途実費負担）
申込期間● 4月 1日（水）～ 10 日（金）
---------------------------------------------------------------------------
◆野菜と草花の苗を販売します
　多数の来場者が予想されますので、マスクの着用にご協力ください。
とき● 4月 16 日（木）～ 21 日（火）
　午前 9時 15 分～午後 3時 30 分　※土・日を除く
苗の種類●ナス、トマト、キュウリ、ピーマン、トウガラシ、
　　　　　サルビア、マリーゴールド、ガザニアなど
ところ●多古高校校舎裏　実習農場
申込み・問合せ●多古高校園芸科☎ 76-2557

多古高校 「開放講座」募集と「苗販売」のお知らせ

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● 8月 23 日（日）【開場】午後 2時　【開演】午後 2時 30 分

チケット料金● S席3,500円　ペア券（S席2枚セット）6,000円
　　　　　　　��A席（2階）3,000円（全席指定）

※未就学児は入場できません。

※�100 歳以上の方は、当日無料で入場できます。

　年齢を証明するものをお持ちください。

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● 10 月 4日（日）
　　　【開場】午後 2時 30 分　【開演】午後 3時

チケット料金● 6,500 円（全席指定）

※�未就学児は保護者の膝の上でご鑑賞いただく

　場合は無料、席が別に必要な場合は有料です。　

販売所●コミュニティプラザ

チケット5/30㊏発売

チケット5/30㊏発売

クレア・フアンチ ピアノリサイタル

ベンチャーズ ジャパン・ツアー 2020
夏だ！エレキだ！ベンチャーズ！
今年も日本中に“テケテケ・サウンド”がこだまする！

クレア・フアンチ

ベンチャーズ

航空科学博物館 イベント情報
◆企画展示「NARITA をつなげるエアライン」
　成田空港と国内外の都市をつなげているエアラインを紹介します。
期間● 4月 1日（水）～ 5月 24 日（日）
◆飛行機工作教室
とき● 4月 29 日（水・祝）
　　　午後 1時～ 2時 30 分
費用● 300 円（材料費）
定員● 40 名（先着順・原則小学生以上）
申込方法●当日開館（午前 10 時）より 1階受付にて参加申込み
問合せ●航空科学博物館�☎ 78-0557

くらしの情報

■軽自動車税　■水道料金
※口座振替日は4月30日（木）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。

回収日の当日、朝8時までに出

してください。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。な

お、29日（水）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

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

今月の納税等

ごみの出し方

住民課･税務課休日開庁日

23 2020.4




