
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
9月26（日）

■固定資産税　■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9月30日（木）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。なお、
20日（月）、23日（木）は祝日で
すが、通常どおり収集します。

■資源ごみ・不燃ごみ
必ず指定の袋を使用してくださ
い。土・日・祝日でも収集します。
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
搬入日時　月曜日～土曜日
　　　　　�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

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

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

国道・県道などの沿道地権者の皆さんへ

熱い戦いが待っている　町民野球大会主将会議

道路上に張り出している樹木の剪
せん

定
てい

のお願い

　道路や歩道に張り出した樹木には次のような危険があります。

◦通行の妨げになる

◦通路の見通しを悪くする

◦標識を覆ってしまう　など

　これらが原因で交通事故が起きたときは、

所有者の責任を問われることがあります。

樹木が繁茂する時期です。伐採または枝払

いなど適正な管理をお願いします。

お問合せ●千葉県成田土木事務所管理課　☎ 0476-26-4832

　10 月から開催予定の第 124 回町民野球大会の主将会議を開催します。

参加を希望するチームの代表者は必ず出席してください。

日　時● 9月 3日（金）　午後 7時から

会　場●コミュニティプラザ 2階�第 2研修室

　　　　※今年度、初参加のチームは当日 5,000 円を

　　　　　持参してください。

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

第 3 回講座　古代の妙見信仰と千葉妙見
　千葉一族が戦勝を祈願した妙見菩薩ですが、その信仰は古代にさかのぼる
もので、当初は軍神というよりも悔

け

過
か

・懺
さん

悔
け

の仏と見なされていました。本
講座では古代の妙見像を画像で紹介しながら、千葉氏がそれをいかに中世武
士団の信仰に改めたのか探っていきます。
日　時● 10 月 10 日（日）　【開場】午後 1時　【開演】午後 2時
講　師●濱名�徳順氏　茂原市史調査執筆員
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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 6,162人
（1日平均 198.8人）
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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● 9月 25 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］ 9 月 11 日（土）～　［一般受付］ 9 月 18 日（土）～

第 2 回講座　千田庄とお茶
　鎌倉時代後期から、東国でもお茶の生産を示す記事が見られるようになり
ます。中世の千田庄とその周辺の、お茶の生産・流通・消費の状況を、武蔵
国金沢称名寺との関係を中心にお話します。
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　京都芸術大学講師

　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

※ 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。

申込・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

ゴルフ教室参加者募集

日　時● 10 月 5日（火）から下記の各火曜日【全 10 回】

　　　　午後 6時 30 分～ 8時

　　　　（10 月 5日・12 日・19 日・26 日・11 月 2日・9日・16 日・30 日・

　　　　12 月 7日・14 日）

会　場●ダイナミックゴルフ成田

対　象●町在住・在勤・在学の中学生以上の方 12 名

費　用● 3,500 円　※初回受講時に集金します。

持参品●筆記用具・クラブ

申込期限● 9月 30日（木）まで

第 12 回多古町チャリティーゴルフ大会

日　時● 10 月 12 日（火）

会　場●東京国際空港ゴルフ倶楽部

参加費● 3,000 円（ワンオンチャレンジ参加費含みます）

申込期間● 9月 1日（水）～ 9月 19日（日）

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止になる場合があります。

※感染症対策にご協力ください。
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