
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。

午前9時～午後5時
8月29（日）

■町県民税　■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（火）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。

今月の納税など

　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。

■資源ごみ・不燃ごみ
必ず指定の袋を使用してくださ
い。土・日・祝日でも収集しま
す。なお、9日（月）は振替休日
ですが、通常どおり収集します。
雨天の場合、衣類・紙類のごみ
は出さないでください。
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
　�伊地山クリーンセンターへ直
接搬入できるごみは粗大ごみ
（布団、ベッド、家具類、自転
車など）です。

　�直接搬入する場合は、搬入申請
書を事前に記入し、搬入される
方の身分証明書をご持参の上、
施設に提出してください。

■搬入申請書の取得先
◦�町または香取広域市町村圏事務
組合のホームページ

◦生活環境課の窓口

料　　金　10㎏につき200円
搬入時間　�午前8時45分～正午
　　　　　午後1時～4時30分
処分に関すること
問香取広域市町村圏事務組合　
　☎0478-78-1311
収集に関すること
問生活環境課環境係
　☎76-5406

ごみの出し方

住民課･税務課休日開庁日

町ホームページ

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。

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

くらしの情報

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4年1月8日（土）予定
　午前11時開式
対 象●平成13年4月2日から平成14
年4月1日生まれの町内在住者およ
び平成28年度多古中学校卒業生
※はがきが届かなかった場合は、　
　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
日時●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～7時
　実践：午後7時10分～8時10分
会場●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17日（火）～27日（金）
　※月曜日・祝日は除く
募集人員●各講座20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

成田空港に雇用相談窓口

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

　成田国際空港（株）が、空港関連企業や周辺企業で働く従業員などへの総
合的なサポートを行う雇用相談窓口「ナリタ JOBポート」を開設しました。
　この窓口では、職業相談や出向・再就職支援業務など、雇用に関するご
相談に応じます。詳しくはホームページをご覧いただくか、お問合せくだ
さい。
受付時間●平日　午前 10 時～午後 4時
会場●成田空港第 2駐車場ビル（南側）2階事務室 (P2021)
　(JR･ 京成本線空港第 2ビル駅下車 )

お問合せ●窓口相談　☎ 0476-34-6502
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この欄に掲載を望まない場合は届け出時に

受付窓口へお申し付けください。

空港シャトルバス利用状況

延べ 7,215人
（1日平均 240.5人）

6月

対前年同月比 28.6％
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令和3年7月1日現在・（　）は前月比

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）

〜ピアノの練習や楽器演奏の練習にどうぞ〜
　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。
日時● 8月 28 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・入替などの時間含む）
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、レッスン料などを伴う営利活動には利用できません。
　◦ピアノの特殊奏法（弦を直接弾くなど）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・社会的距離の確保など「新しい生活様式」の実践に努めて

ください。
申込方法●電話で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］8月 14 日（土）～　［一般受付］8月 21 日（土）～

第２回講座　千田庄とお茶
日時● 9月 4日 ( 土 )【開場】午後 1時　【開演】午後 2時
講師●橋本 素子氏　京都芸術大学非常勤講師　
※感染症対策にご協力ください。　
　入場者数を 200 人までに制限し、感染拡大予防ガイドラインに基づいた
取組を行います。
　ご来場の際は、マスクの着用、検温、手指消毒、氏名などのご記入にご
協力をお願いします。また、社会的距離の確保など「新しい生活様式」の実
践に努めるとともに、厚生労働省開発の新型コロナウイルス接触確認アプリ
（COCOA）をぜひご活用ください。

文化ホールのステージ開放

多古町歴史講座「千田庄と千葉氏を探る」（全5回） 入場無料

　今月は多古第一小学校周辺に築かれていた「多古藩
陣屋」です。寛永12年 (1635年 )、8千石の旗本松平勝
義が多古に陣屋を構えます。その後、延宝8年 (1680
年 )、勝義の9男勝

かつ　ゆき

以は加増を受け１万２千石の大名
となり、多古藩が立藩されました。これ以後松平氏が
多古藩領主として存続し明治に至ります。
　当時、陣屋の敷地は板塀や石垣で囲われていましたが、現在は多古第一小
学校の校庭となり、陣屋前面の石垣の一部がわずかに残るだけです。全国的
に石垣が築かれた陣屋は珍しく、このことからも多古藩１万２千石の威光が
想像できます。
※これをもって当初予定していた全12枚の御城印の発行が完了しました。
お問合せ●多古城郭保存活用会　代表 髙 � 090-2726-0650

※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により延期、中止になる場合があります。
　あらかじめご了承ください。

「
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古
藩
陣
屋
」

今月の御城印道の駅で
販売中
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