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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。

募集

空港シャトルバス利用状況

延べ 2,578人
（1日平均 83.2人）

4月

対前年同月比 －71.0％

くらしの情報

文化ホールからお知らせ
お問合せ●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）

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
中止となりました。
　開催を楽しみにされていた皆様には大変ご
迷惑をおかけいたしますが、ご理解をお願い
申し上げます。

　令和 2 年 7 月 1 日から全国でレジ
袋（プラスチック製買い物袋）の有料化
が行われることとなりました。
　プラスチックは、非常に便利な素材
で、成形しやすく、軽くて丈夫で密閉
性も高いため、製品の軽量化や食品ロ
スの削減など、あらゆる分野で私たち
の生活に貢献しています。一方で、廃
棄物・資源節約、地球温暖化などの課
題もあります。プラスチックの過剰な
使用を抑制し、うまく利用していく必
要があります。
　皆さんも、レジ袋有料化をきっかけに、自身のライフスタイルを見つめ
直し、エコバッグを持ち歩くなど、できるところから工夫してみましょう。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公演が中止の場合があります。
　 中止となった公演のチケット代金は払い戻しますので、チケットは紛失さ

れないよう大切に保管をお願いします。

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）

※�未就学児が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

－生誕 250 年オールベートーヴェンプログラム－
　第 16 回グリーグ国際ピアノコンクール優勝並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。ぜひ、世界レベルの演奏をご堪能ください！

とき● 9月 27 日（日）
　　　【開場】午後 2時　【開演】午後 2時 30 分

曲目●ベートーヴェン／エリーゼのために�、
　　　ピアノソナタ�第 14 番「月光」嬰ハ短調、

　　　ピアノソナタ第８番「悲愴」ハ短調　ほか

チケット料金● 4,500 円

　　　　　　　学生（25 歳以下）2,500 円（全席自由）　

販売所●コミュニティプラザ

中止のお知らせ

チケット発売中

チケット7/18㊏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！

髙木竜馬 ピアノリサイタル

クレア・フアンチ

髙木竜馬

ベンチャーズ

午前9時～午後5時
7月26日（日）

■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（金）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

　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、
23日（木）・24日（金）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

ごみの出し方

住民課･税務課休日開庁日

航空科学博物館イベント情報
◆航空無線通信士受験直前対策セミナー
とき● 7月 18 日（土）・19 日（日）
費用● 7,000 円
定員● 30 名（先着順）
申込方法●事前に電話予約
講義科目● 18 日：無線工学、19 日：電気通信術、英語、電波法規
　　　　　※受験科目の選択も可能です。
◆こうくうキッズアート
　9月 30 日（水）まで募集中です。
内容●①折紙ひこうきデザイン　②こうくう自由絵画

お問合せ●航空科学博物館☎ 78-0557

千葉県警察官募集
第二回警察官採用試験

　香取警察署では、私たちと共に千
葉の未来を守ってくれる優秀で「情
熱」のある人材を募集しています。
試験日●9月20日（日）
職種●警察官A（男性・女性）
　　　警察官B（男性・女性）
受付期間●6月30日（火）～
　　　　　8月17日（月）
※詳しくはお問い合わせください。
お問合せ●香取警察署
　☎0478-54-0110

講師登録者を募集します
北総地区内の公立中学校講師登録者

勤 務場所●多古町、香取市、神崎町、
東庄町ほか

応 募要件●教員免許を持ち、心身共
に健康で、教育に情熱のある方

勤務形態●常勤：月～金曜日
　　　　　午前8時～午後4時30分
応 募方法●講師登録申請書を FAX
送付または、郵送
※申請書は北総教育事務所ホーム
ページからダウンロードするか、次
の連絡先に問い合わせてください。
お問合せ●北総教育事務所管理課
　☎043-483-1148

多古高校の魅力を発信
インスタグラム開始��

　地域に根差した学校づくりを行っ
ている多古高校が、インスタグラム
を開設しました。多古高校の最新情
報や魅力をお届けします。
　ぜひフォローしていただき、新た
な発見、魅力を共有しましょう。

お問合せ●多古高校☎76-2557

最新情報をお届けします
多古町 LINE により配信中��

　町では、情報発信の新たな手段と
して LINE の公式アカウントを4月
14日に開設し、皆さんに情報をお
届けしています。ぜひご利用くださ
い。
配 信情報●町の取り組み、町の魅力、
イベント情報、災害情報 など
※ＱＲコードを読みとり、登録ペー
ジに進み「追加」
ボタンを押すと
登録となります。

お問合せ●地方創生課広報係
　☎76-5417

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

2020年7月1日スタート
レジ袋削減にご協力下さい

とき● 8月 23 日（日）

23 2020.7




