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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 5,590人
（1日平均 186.3人）

5月

対前年同月比 −37.2％

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、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）
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、米国
からの入国が制限されているため、誠に残念なが
ら本年度のツアー公演は中止となりました。
　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、な
にとぞご理解をお願い申し上げます。
　すでにチケットをお買い求めいただいている皆様には、下記のとおり
払い戻しをいたします。
チケット払い戻し方法●コミュニティプラザ窓口でお求めの方は、チケット
をご持参のうえコミュニティプラザ窓口にお申し出ください。なお、インター
ネット等で購入の方はМ＆ I カンパニーのホームページでご確認ください。

【払戻期限】　10 月 11 日（日）まで
【受付時間】　午前 9時から午後 5時（月曜・祝日休館）
　　　　　　※来館にかかる交通費は各自ご負担ください

－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●全席自由：4,500 円　学生（25 歳以下）2,500 円　
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

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！

髙木竜馬 ピアノリサイタル

髙木竜馬

ベンチャーズ

午前9時～午後5時
8月30日（日）

■町民税　■介護保険料
■国民健康保険税　■水道料
■後期高齢者医療保険料

※�口座振替日は8月31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

　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、
10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
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

『多古町ぶらり散歩』(合冊版 )を発刊しました

◆企画展示「空気の流れとスポーツ〜航空スポーツの世界〜
とき● 8月 1日（土）～ 10 月 25 日（日）
費用●入館料のみ
内容●グライダーやスカイダイビングなどの
　航空スポーツに特化した内容を展示します。
　航空スポーツの各種説明、空気の流れとの関わりなどパネルでご紹介。
◆折紙飛行機教室　毎年恒例！よく飛ぶ折紙飛行機を作ってみませんか。
とき● 8月 13 日（木）～ 8月 15 日（土）　費用●入館料のみ
お問合せ●航空科学博物館☎ 78-0557

　町教育委員会では、町村合併 65 周年を記念して『多古町ぶらり散歩』( 合冊版 )
を発行しました。
　縄文時代より人々が住み、長い歴史を持つ多古町は、多くの遺跡や史跡、由緒あ
る神社仏閣があります。また、かつて走っていた鉄道路線の跡や自然・景観など町
内には見どころがたくさんあります。
　本書では、テーマ別に観光スポットを紹介しています。ぜひ町内の散策や町外か
らのお客様の案内などにご利用ください。
販売先●役場出納室・コミュニティプラザ　1冊 500 円
　※�本書は、町内各小中高校のほか、町立図書館、たこらぼ、
　　国・県や近隣の図書館等でご覧になれます。

お問合せ●コミュニティプラザ内
生涯学習課文化係☎ 76-781（月曜・祝日休館）

令和3年
成人式実行委員を募集中‼

　7月上旬に新成人の皆さんへ募集
のはがきをお送りしましたのでご確
認ください。
式典●令和3年1月9日（土）予定
　午前11時開式
対 象●平成12年4月2日から平成13
年4月1日生まれの町内在住者およ
び平成27年度多古中学校卒業生
※�はがきが届いていない方は、お問
い合わせください。
※�新型コロナウイルス感染拡大の状
況によっては、変更する場合があ
ります。その場合は、改めてお知
らせします。

お問合せ●コミュニティプラザ内
　生涯学習課社会教育係
　☎�76-7811

受講者を募集します
英会話講座��

　簡単な日常会話やある程度の意思
疎通ができる会話力を身につけま
しょう。
講座名●初級英会話講座
　　　　実践英会話講座
とき●10月～12月の間で全10回
　（英会話●初級・実践：木曜日）
　初級：午後6時30分～7時30分
　実践：午後7時40分～8時40分
ところ●コミュニティプラザ2階
　第2研修室
対象者●多古町在住・在勤の方
参加費●テキスト代（3,500円程度）
募集期間●8月18日（火）～28日（金）
　※月曜日・祝日は除く
募集人員●各講座14名
申 込方法●コミュニティプラザ備え
付けの申込用紙にご記入の上、お
申し込みください。電話での申込
みも可。

お問合せ●コミュニティプラザ内
　生涯学習課社会教育係
　☎�76-7811

香取広域市町村圏事務組合　職員募集

少人数でも結構です　認知症サポーター養成講座
　多くの人に認知症を正しく理解していただくため、各団体やサークルなど
へ講師を派遣しています。お気軽にお申し込みください。
講座内容●認知症についての講座90分程度
申 込方法●2カ月前までに、日時･会場･参加人数･代表者の連絡先をお知
らせください。

そ の他●講師派遣についての費用はかかりません。また、会場の手配や参加
者への連絡は、各団体でお願いします。

申込・お問合せ●地域包括支援センター（認知症サポーター養成講座事務局）
　☎�70-6111

職務内容●消防職初級【5名程度】
※�救急救命士免許取得者または救急救命士国家試験受験資格取得者、同受
験資格を令和 2年度に取得見込みの者を含む。

受 験資格●平成4年 4月 2日から平成15年 4月 1日までに生まれた方で、
学歴を問わない。

申 込書の配布● 7月 20 日（月）から香取広域事務局、消防本部および各署
所、香取市役所および各支所、多古町・東庄町・神崎町役場の職員採用
担当窓口　※香取広域のHPからもダウンロードできます。

受付期間● 8月 26 日（水）～ 9月 9日（水）
　※土・日を除く午前 8時 30 分～午後 5時 15 分
試験日● 10 月 18 日（日）　
試験会場●香取市立佐原中学校
申込方法●職員採用試験申込書に写真を貼り、
　必要事項を記入の上、持参または郵送【9月 9日（水）の消印有効】
申込・お問合せ●香取広域市町村圏事務組合�消防本部総務課
　☎ 0478-52-1191
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