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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～
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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 5,775人
（1日平均 192.5人）

11月

対前年同月比 −35.5％

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）

　米国をはじめ海外で活躍してきた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● 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ほか
チケット料金●一般 3,000 円　高校生以下 1,500 円（全席自由）　
※�当日 100 歳以上の方は入場無料です。年齢の証明できるものをお持ちく
ださい。
チケット販売所●多古町コミュニティプラザ

第 2回講座　鎌倉幕府と下総～御家人千葉氏・安達氏を中心に～
　源頼朝の房総上陸の際に千葉常胤の説得にあたった安達盛長。後に北条氏

の台頭とともにその姻戚関係を結び、鎌倉幕府の有力御家人となっていきま

す。安達氏を中心に千葉氏との関わりについて、お話しします。

とき● 1月 30 日（土）【開場】午後 1時　【開演】午後 2時

講師●貫井�裕恵氏　神奈川県立金沢文庫学芸員

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」

午前9時～午後5時
1月31（日）

■介護保険料
■国民健康保険税
■後期高齢者医療保険料

※�口座振替日は2月1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、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。

■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、
11日（月）は祝日ですが、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、前日（午後4時30
分）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

　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● 1月 23 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］1 月 9 日（土）～　［一般受付］1 月 16 日（土）～

“Valentine Day”Special Concert
初心者・初級者の皆さんへ

つばき杯ビギナーズテニス大会
とき●1月31日（日）
　午前8時～午後5時（開場7時）
　小雨決行・荒天中止
と�ころ●千葉県総合スポーツセン
ター東総運動場（旭市清和乙621）
種�目●男子ダブルス・女子ダブルス
参�加資格●千葉県在住・在勤・在学
で硬式テニス初心者・初級者の方
※�現役硬式テニス部員は高校1年生
のみ
参加費●1組3,100円（保険料込）
申込●1月9日（土）
　午前9時より窓口、午後1時より
　FAX・メールで受付開始
　FAX�68-1063
　{tousou@cue-net.or.jp
お問合せ●東総運動場（月曜定休）
　午前9時～午後5時
　☎�68-1061

令和3年度入校生募集
県立旭高等技術専門校

募集訓�練科●
　①NC機械加工科（1年コース）
　②自動車整備科（2年コース）
募集締切●1月29日（金）
試験日●2月10日（水）
入校日●4月6日（火）
その他●随時施設見学可能
※詳しくはお問い合わせください。
お問合せ●県立旭高等技術専門校
　☎�62-2508

令和3年度看護学生を募集
旭中央病院附属看護専門学校

2次募集人数●若干名
受�験資格●①高等学校を卒業または
同等以上の資格を有する方②令和
3年3月高等学校卒業見込みの方
願書受付●1月20日（水）～
　2月3日（水）必着
試験日●〈筆記〉2月12日（金）
　　　　〈面接〉2月13日（土）
※面接は筆記試験合格者のみ
お�問合せ●旭中央病院附属看護専門
学校　☎�63-8111

必ず出席してください
コミュニティプラザ定期利用者会議
　令和3年度において定期利用を予
定している団体は会議に出席してく
ださい。
　また、新しく定期利用を希望する
団体は1月15日（金）までに、下記連
絡先までお問い合わせください。
とき●1月22日（金）午後2時
ところ●コミュニティプラザ3階
　多目的ホール
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

ぜひご利用ください
女性弁護士による無料法律相談会
　千葉県弁護士会所属の女性弁護士
が無料で法律相談に応じます。
とき●1月25日（月）
　午後2時、午後3時、午後4時
　（各回50分ずつ、予約制）
と�ころ●香取市役所
お問合せ●千葉県弁護士会
　☎043-227-8431（予約受付電話）
※受付可能時間は、午前10時～
　正午、午後1時～3時まで

募　集 おしらせ

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

　今月は「玉
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」です。玉造城
は、常磐川流域の台地先端に築か
れ、郭、腰

こし
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、空堀、土塁など
の遺構が残っています。戦国期の
城主野平常義は小田原北条氏方
に属し、小田原合戦で北条氏が豊
臣方に敗北すると玉造城も開城
となりました。
お問合せ●多古城郭保存活用会
　代表 髙  ;�090-2726-0650

　1月17日（日）に開催を予定していた町民マラソン大会は、新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止の観点から、「中止」とさせていただきます。
　楽しみにされていた方も大勢いらっしゃるかと思いますが、ご理解のほ
どよろしくお願いいたします。
お問合せ●コミュニティプラザ内生涯学習課社会体育係　☎�76-7811

今月の御城印

町民マラソン大会は中止
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