
The information of the living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。

市外局番の記載がないものは「0479」です。

文化ホールのステージ開放 ～ピアノの練習や楽器演奏の練習にどうぞ～

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。

空港シャトルバス利用状況

延べ 6,242人
（1日平均 201.4人）

10月

対前年同月比 −27.9％

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・年末年始休館）

　米国から帰国して 15 年の節目を迎えるギター奏者角圭司さんと、千葉県
出身の若手フルート奏者宮越悠佳さんの共演によるコンサートです。
　今回は多古町に残る中世城郭「並木城」をモチーフにした、作曲家永島志基
さんによるオリジナルギター曲も披露していただけます。バレンタインデー
の午後をすてきな音楽とともにお過ごしください。
とき●令和 3年 2月 14 日（日）
　　　【開場】午後１時 30 分　【開演】午後 2時 30 分
曲目●カルロス・ガルデル／首の差で、アストル・
　　　ピアソラ／タンゴの歴史、フランシスコ・
　　　タレガ／アルハンブラの想い出
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●多古町コミュニティプラザ

第 1 回講座　治承・寿永の乱と両総平氏一族  
〜千田庄の両総平氏一族の動向を考える〜
　一般に「源平合戦」の呼称で知られる内乱では、房総半島に展開した両総
平氏一族はいくつかの勢力に分かれて戦っていました。各勢力の系譜上の位
置づけを確認しつつ、千田庄に拠点を置いた人々を中心にそれぞれの勢力動
向を考えます。
とき● 12 月 19 日（土）　【開場】午後 1時　【開演】午後 2時
講師●岩橋直樹 氏　埼玉県八潮市立郷土博物館学芸員

入場無料

チケット好評発売中

角圭司×宮越悠佳ギター＆フルート デュオコンサート

多古町歴史講座「千田庄と千葉氏を探る」（全3回）

午前9時～午後5時
12月27日（日）

■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（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、午前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。
※�年末年始の業務の詳細は
　10ページをご覧ください。

■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。

■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、前日までに事前予
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

「身に覚えのないキャッシュレス決済サービスを通じた
銀行口座からの不正な出金」に気を付けてください！

　消費者庁では、金融庁、警察庁と共に「身に覚えのないキャッシュレス決
済サービスを通じた銀行口座からの不正な出金」に関して注意喚起を行って
います。ご自身の銀行口座に不審な取引がないか、お取引先の銀行口座のご
利用明細を今一度ご確認いただき、口座情報の管理にもご注意ください。
　また、銀行口座に身に覚えのない取引があった場合には、お取引先の銀行
またはご利用明細に記載されているキャッシュレス決済サービスを提供する
事業者にご相談ください。こうした事案に便乗した詐欺にもご注意願います。

　これは人権問題ではないだろうかと感じたり、困り事や心配事、子ども
のいじめ問題等で悩み事などがありましたら、遠慮なくご相談ください。
　相談は無料で、秘密は固く守られます。

わたしたちが町の相談員です
　町では毎月1回、生活や人権に関する苦情・相談をお受けする「住民相談」
を行っています。お気軽にご相談ください。
■行政相談委員　菅澤 梨枝（高津原）、萩原 勉（五反田）
■人権擁護委員　前橋 辰雄（高根）、飯田 佳子（南並木）、成清 稔（高津原）
　　　　　　　　依知川 典子（高田）、平山 富子（方田）　【敬称略】
お問合せ●住民課住民係　☎ 76-5401

飼料用米の取り組みを広げるために、皆さんの協力が必要です！
　食生活の変化や高齢化等により、米の需要量は全国で毎年約8万トンも
減少しています。生産量が需要量を上回り在庫量が増えると、米価の下落
を招きます。米価安定のためには、これまで飼料用米に取り組んでいなかっ
た方の協力が必要です。
■飼料用米をお勧めする理由
　◦既存の機械や施設をそのまま使えます。
　◦�国や県の支援策が受けられ、主食用米と同程度の安定した収入が確保
できます。

お問合せ●産業経済課農業振興係　☎�76-5404

1等 現金100,000円 6本

2等 50,000円 10本

3等 10,000円 40本

4等 5,000円 280本

お問合せ●多古町商工会　☎76-2206

第22回 歳末連合大売り出し
1等

現金10万円‼
　12月1日（火）から31日（木）までの間、地元加盟店をご利用いただくと、
1,000円ごとに抽選券を1枚差し上げます。今年は、昨年より1等本数を�
3本から6本に増やしております。年末のお買い物は、ぜひ地元商店で！
当選発表●令和3年1月8日（金）商工会ホームページにて（後日、折込チラシ）
景品交換●令和3年1月15日（金）～2月1日（月）

12月4日～10日は『人権週間』です

全国共通人権相談ダイヤル　☎0570-003-110
女性の人権ホットライン　　☎0570-070-810
子どもの人権１１０番　　　☎0120-007-110
千葉地方法務局匝瑳支局　　☎72-0334（匝瑳市八日市場ハ678-3）

ワンポイント
消費者相談

☝
　毎年、成田空港で実施している「クリスマスフェス
ティバル」は、新型コロナウイルス感染防止のため、
お客様や出店者の皆様が一か所に集中することを避け、周辺市町及び空港内
の協力店舗にて「クリスマスフェア」として12月25日（金）まで実施します。
　大人気の抽選会は、協力店舗での利用額に応じてもらえる応募券を集
めて、郵送による応募となります。賞品は旅行券、周辺ホテルの食事券、周
辺市町の特産品など数多く用意しております。詳細については、成田空港の
ホームページをご確認ください。
お問合せ●クリスマス・フェスティバル実行委員会事務局
☎�0476-34-5858（平日午前9時～正午､ 午後1時～5時）

ナリタエアポートクリスマスフェア2020

　ピアノは、多くの一流ピアニストが愛奏する世界のヤマハフルコンサートグ
ランドCFⅢ ︲Sです。別格の存在感を誇る音色をぜひ体感してみませんか？
とき● 12 月 12 日（土）
　①午前9時～10時30分 ②午前10時30分～正午 ③午後1時～2時30分
　④午後2時30分～4時 ※一枠90分（消毒・入替等の時間含む）
対象●小学生以上（小学生は保護者同伴）　利用料●1,500円 ※一枠5人まで
利用条件●◦楽器演奏のみでのご利用になります。楽器はご持参ください。
　　　　　◦ピアノ練習のみの利用も可能です。
　　　　　◦発表会や演奏会、レッスン料等を伴う営利活動には利用できません。
　　　　　◦ピアノの特殊奏法（弦を直接弾く等）はできません。
　　　　　◦ピアノを不適切に使用された場合、利用を中止させていただきます。
　　　　　◦マスクの着用・社会的距離の確保等「新しい生活様式」の実践に努めてください。
申込み方法●電話にてお申し込みください。※先着順、定員になり次第締切。

［町民先行受付］11 月 28 日（土）～　［一般受付］12 月 5 日（土）～

■成田空港の状況■　本年上半期（4～9月）の航空旅客数は国際線で97％減、国内線で79％と
いう大変厳しい状況ですが、国内線は回復基調により、LCCの新規就航（成田―釧路）なども
見られます。

“Valentine Day”Special Concert
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