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家庭に恵まれない子どもの
里親を募集します
　子どもが健やかに成長するために
は、安定した家庭環境の中で温かい
愛情が必要です。
　親の病気や離婚など、さまざまな
事情により、家庭的な温もりを求めて
いる子どもを家族として迎え入れ、愛
情と誠意を持ち、親身になって育てて
くれる人（里親）を求めています。
　お願いする期間は1週間程度から
数年までさまざまです。
銚子児童相談所�☎0479（23）0076

お知らせ

担当窓口が変わります

　4月1日から、次の業務の担当窓口
が、子育て支援課から社会福祉課障
害者支援班へ変更となります。
■小児慢性特定疾患見舞金
■自立支援医療（育成医療）
社会福祉課� ☎（50）1252

鯉のぼりをお譲りください

　初夏の風物詩「いきいき山田鯉のぼ
りまつり」。今年も4月中旬から5月上
旬に鯉のぼりを掲揚します。
　家庭で使わなくなった鯉のぼりがあ
りましたら、4月10日㈮までに商工観
光課、または山田支所へ鯉のぼりを
持参ください。
商工観光課� ☎（50）1212

献血にご協力を
お願いします

■日時　4月14日㈫　10時～11時45
分、13時～16時
■場所　市役所
健康づくり課� ☎（50）1235

犬猫の不妊および去勢手術
費を一部補助
　「千葉県動物の愛護及び管理に関
する条例」が4月1日から施行されるこ
とから、犬猫の適正な飼育や管理の
普及を目的として、犬猫の不妊およ
び去勢手術の費用の一部を補助しま
す。なお、補助金の申請は手術実施
前の申し込みが必要です。
■補助金額　犬猫1頭（匹）につき

5,000円（同一年度の申請は1世帯2
頭（匹）まで）
■補助頭数　100頭（匹）
■申請期間　4月1日㈬～
■申込　環境安全課、各支所で申
請書を受け取り、必要事項を記入し、
提出してください。書類審査の後に
必要書類を送付します。
環境安全課� ☎（50）1248

国民年金
学生納付特例制度
　20歳以上の学生で、前年の所得
が118万円以下（目安）の人は、保険
料の納付が猶予される学生納付特例
制度を受けられます。手続きには在
籍期間を確認できる学生証（コピーの
場合は両面）または在学証明書が必
要です。
市民課� ☎（50）1228

合併処理浄化槽補助金
補助対象の新設
　4月から合併処理浄化槽補助金の申
請受付を始めます。今年度から市独自
で、通常型対象地域での合併処理浄
化槽の新設も補助対象になりました。
　申請を予定している人は、8月31
日㈪までに連絡ください。
下水道課� ☎（54）3521

家庭用省エネルギー設備
設置の一部補助
　平成27年度、新たな省エネルギー
を利用した住宅用設備の設置に対し、
予算の範囲内で、設置費の一部を補
助します。補助金の申請は、工事着
工前に申し込みください。
■受付開始日　4月2日㈭
■申込　詳細は環境安全課、各支所
または市ホームページで配布する「申
請の手引き」をご覧の上、必要書類を
用意して環境安全課へ提出してくだ
さい。
　なお、国の補助制度は、市とは別
申請になるため、次のホームページ
をご覧ください。
◇（一社）燃料電池普及促進協会　
http://www.fca-enefarm.org/

◇（一社）環境共創イニシアチブ　
http://sii.or.jp/

◇（一社）次世代自動車振興センター
http://www.cev-pc.or.jp/

環境安全課� ☎（50）1248

子ども安全共済加入
4月24日㈮まで追加受付中
　市内で子ども会活動をする団体で
あれば１人年間200円で加入できま

す。詳細は市ホームページまたは生
涯学習課へ問い合わせください。
生涯学習課� ☎（50）1224

危険物取扱者試験

■種類　甲種・乙種（全類）・丙種
■試験日　6月28日㈰
■試験会場　千葉科学大学（銚子市）
■受付期間　4月10日㈮～23日㈭
（電子申請は4月7日㈫～20日㈪）
■申込　郵送または電子申請で消防
試験研究センター千葉県支部（千葉
市中央区末広2-14-1）
http://www.shoubo-shiken.or.jp
※香取広域市町村圏事務組合消防本
部予防課・消防署・分署・分遣所・
出張所で願書を配布
消防試験研究センター千葉県支部

　☎043（268）0381
試験に伴う受験者講習会
■期日　5月20日㈬
■場所　佐原中央公民館
■受付期間　4月13日㈪～17日㈮
香取広域市町村圏事務組合消防本
部予防課� �☎（52）1192

事業所における
「健康づくり活動」
　香取地域・職域連携推進協議会で
は、香取管内（香
取市・神崎町・
多古町・東庄町）
の事業所で従業
員の健康づくり
に取り組んでい
る、あるいは取
り組もうと計画している事業所を応援
する「健康づくり活動」をしています。
また、従業員個人やグループの活動
なども募集しています。
　詳細は香取健康福祉センターの
ホームページをご覧ください。
香取健康福祉センター（香取保健

所）香取地域・職域連携推進事業担
当� ☎（52）9161
http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-katori/

国保旭中央病院
4月から「乳腺センター」開設
　4月から乳腺センターを開設し、乳
腺疾患の治療を行える体制となりまし
た。
■診察対象　乳がん、乳腺の良性腫
瘍、乳腺症、乳腺炎など乳腺に関す
る疾患全般
■診察日　火曜午前・木曜午前
国保旭中央病院外科外来
� ☎0479(63)8111

…フリーダイヤル　 …ファクス　 …メールアドレス　 …ホームページアドレス
…問い合わせ　 …申し込み　 …受け付け　 …応募

募 集

　市内には多くの神楽が伝承されて
おり、各神社へ神楽舞や獅子舞の奉
納が行われます。
■日時・場所・問い合わせ
木内の十二座神楽
◇4月3日㈮　12時30分～　小路�須
賀神社（小見川352）／木内神楽保
存会　木内� ☎080（5548）7283
与倉の神楽
◇4月4日㈯　16時30分～　鹿島神
社（与倉418）／与倉神楽保存会　
菅井� ☎090（8855）0779

牧野大神楽
◇4月5日㈰　10時30分～　高天神
社（牧野1803）／牧野神楽保存会
大須賀� ☎090（8688）9484
大崎の大和神楽
◇4月5日㈰　11時～　白幡神社（大
崎1971）／大崎大和神楽保存会　
平野� ☎090（8814）5189
山倉大神の十二座神楽
◇4月5日 ㈰　13時～　山倉大神
（山倉2347-1）／山倉芸能保存会
日下部� ☎080（1096）2356
浅黄の獅子舞
◇4月10日㈮　正午～　祖波鷹神社
（岩部1064）／浅黄獅子保存会　
日下� ☎090（3086）8463�
多田の三匹獅子舞
◇4月12日㈰　10時～　妙見神社
（多田590）／多田の獅子舞保存会
香取� ☎090（3474）7815
下小野の神楽・新市場の神楽 
◇4月15日㈬ 11時～� 香取神宮境内�
「香取神宮神幸祭」にて神楽奉納

香取市佐原イ2943　☎52－4545
http://www.yamaken.ne.jp/

㈱山本住建
ヤ マ ケ ン

リフォームのことならなんでもおまかせ下さい ！

どこに頼んでよいかわからない工事

建築工事業知事許可第25690号

お電話
下さい! 《地域一番の品揃え ！》

きもの

☎83－1089 ☎83－1239

問い合わせ  秘書広報課  ☎50-1204

長期掲載がお得です！
会社や店舗、イベントの
 PRにご利用ください。
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あなたの結婚のお手伝い‼
たくさんの方が決まっています。お気軽にお電話下さい

初婚・再婚・年齢問わず。

香取市小川554（風土村より5分）
出合の場 高橋 ☎78-4331

本人確認書類で安心・安全
経済産業大臣認定カウンセラー
日本ブライダル連盟・NPO法人加盟

デアイノバ タカハシ 秘密厳守・夜間対応可問合せ0299-91-1171
神栖ひまわり基金法律事務所

弁護士 瀧　 智英（茨城県弁護士会所属）
弁護士 谷本 雅晃（茨城県弁護士会所属） 茨城県神栖市大野原4-7-11

鹿島セントラルビル新館5階

借 金 の 整 理 離 婚 ・ 相 続

金 銭 問 題

不 動 産・建 築各種民事・家事事件

破 産 過 払 金
仏事仏事
個別相談会個別相談会

お葬式に関して、お客様のご要望に合わせて個別にご相談をお受けいたします。
葬祭ディレクター・全総連事前相談員・終活カウンセラーの資格を
もった専門の相談員がお待ちしております。

会場：佐原商工会議所（佐原イ525-1）
お問合せはセレモニーきうち 0120-52-4441まで

無料4/15
水

9時～12時

4月
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 26 27 28 29 30

 日 月 火 水 木 金 土

講座・教室

中国語教室（随時受付）

初心者コース
■日時　土曜日（月3回）　15時45分
～16時55分
既修者（中級）コース
■日時　土曜日（月3回）　14時30分
～15時40分
■場所　佐原中央公民館
■費用　受講料月額3,000円（テキス
ト代別途）
※香取市国際交流協会会員登録が必
要（年会費2,000円）
※両コースを受講する場合、受講料
4,000円（セット料金）
香取市国際交流協会　沖　

☎090（4526）4299

県立佐原病院健康教室

■日時　4月16日㈭　15時30分～
■場所　県立佐原病院1階多目的ホール
■内容　健康寿命を延ばすために　
サルコペニアの予防
■講師　県立佐原病院整形外科部長
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院� ☎（54）1231

銚子ジオパーク講座

　銚子ジオパークの地質遺産、自然
環境、歴史、文化、産業などの見ど
ころについて学び、ジオガイドを養成
します。
■対象　銚子の自然や歴史・文化に
興味がある人、ジオガイドになりた
い人
■日時　5月16日～7月4日の毎週
土曜日　9時～12時15分頃
■場所　銚子市勤労コミュニティセン
ターなど
■受講料　全回一括2,000円、1日
500円、学生は25%割引
銚子ジオパーク推進協議会事務局

　☎0479（24）8911

催 し

市民ゴルフ大会

■対象　市内在住・在勤・在学者
■期日　5月27日㈬　　　
■場所　佐原カントリークラブ
■競技方法　新ペリア方式（18ホール）

■定員　180人（先着）
■参加費　3,000円（プレー費別途）
■申込　4月10日㈮9時から24日
㈮16時までに申込書と参加費を持参
し、生涯学習課、香取市民体育館、
小見川スポーツ・コミュニティセン
ター、山田Ｂ＆Ｇ海洋センターのいず
れかへ申し込み
香取市民ゴルフ大会実行委員会事

務局（生涯学習課内）� ☎（50）1221

市民卓球大会

■対象　市内在住・在学・在勤者
■日時　4月26日㈰　9時～
■場所　香取市民体育館
■種目　男女団体戦（4Ｓ、1Ｗ）、男
女シングルス、男女シニアシングルス
（少数の場合は一般に組み入れ）
■参加費　無料
4月22日㈬までに郵送またはファクス

（電話不可）で体育協会卓球部（佐原イ
3374） 篠塚  （54）3477� ☎（52）2255

ベテランテニス大会

■対象　ペアの双方が50歳以上
■日時　4月26日㈰（予備日なし）　
8時30分～　受付8時15分
■場所　くろべ運動公園テニスコート
■種目　男子・女子ダブルス
■定員　男女合わせて24ペア（先着順）
■参加費　ペアで2,000円（当日支払い）
4月1日㈬（ペアの双方が市外の場

合は11日㈯）から体育協会佐原支部
　☎（55）0003

春の市民ソフトテニス大会

■対象　中学生以上
■日時　5月4日㈷（雨天時6日㉁）�
8時30分～　受付8時
■場所　佐原庭球場（諏訪公園）ほか
■種目　男子の部・女子の部
■参加料　無料
4月16日㈭までに体育協会ソフトテ

ニス部　松崎� ☎（52）2336

県立水郷小見川少年自然の家
みんなであそぼう!
■対象　小学1年生～6年生
■日時　4月12日㈰� 13時～15時30分
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■内容　芝生の広場でのレクリエー
ションゲーム
■定員　40人（要予約）
■参加費　無料
県立水郷小見川少年自然の家　

☎（82）1343

春季舞踊会

■日時　4月19日㈰　9時30分～
■場所　小見川市民センター「いぶき館」
■内容　香取市舞踊連盟（新日本舞
踊協会・小見川民謡民舞会・水郷地
区舞踊連盟）による春季舞踊会
■入場料　無料
香取市舞踊連盟 琴

ことはな
花�☎（82）0157

北総合唱連盟コンサート

■日時　4月19日㈰　12時30分～
　開場正午
■場所　佐原文化会館
■内容　香取市ほか7市町で活動す
る16の合唱団約400人による演奏会
■入場料　無料
佐原ハーモニー 押尾� ☎（55）1715

無料相談
税理士による
税の無料相談
　相談日前日までに各税理士事務所
へ予約ください。
◇4月13日㈪　岩立和雄税理士事務
所（岩ヶ崎台21-3）� ☎（54）1987
◇4月27日㈪　佐原税理士法人伊藤
事務所（佐原イ340）� �☎（52）6052
※税理士や税理士法人と顧問契約を
している人はご遠慮ください
千葉県税理士会佐原支部税務支援
対策部　佐藤� ☎（52）2511

行政書士会による
無料相談
■日時　4月18日㈯　13時～16時
30分（予約不要）
■場所　旭市青年の家（旭市ニ5127）
■相談内容　官公署提出許認可申
請、相続、遺言、農地転用など
千葉県行政書士会東総支部　寺村

☎0479（63）7813

問道の駅くりもと「紅小町の郷」
☎（70）5151

道の駅くりもと体験教室
アップルパイ作り教室（先着20人）

◇日時　4月4日㈯　10時～14時
◇参加費　1人1,200円

そば打ち体験教室（先着10人）

　地元のそば粉で、打ちたてのそば
を食べませんか。
◇日時　4月29日㈷　10時～
◇参加費　1人2,500円

イチゴジャム作り教室（随時受付）

　地元のイチゴで自分好みの甘さに
ジャム作り。1ビン持ち帰れます。
◇�日時　4月5日㈰、5月2日㈯・
　4日㈷・5日㈷・6日㉁
　いずれも10時～15時
◇参加費　1人1,000円

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原文化会館� ☎（55）1161

○東流舞踊発表会
　4月12日㈰　11時～
○北総合唱連盟コンサート
　4月19日㈰　12時30分～
○香取地域メーデー
　4月26日㈰　10時～

いぶき館� ☎（82）1123

○石井章子45周年記念演奏会
　4月12日㈰　13時～16時30分
○春季舞踊会
　4月19日㈰　9時30分～15時30分
○音楽発表会
　4月26日㈰　14時～

佐原中央図書館� ☎（55）1343

○えほんのじかん
　4月5日㈰・12日㈰・19日㈰・26日㈰
　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　�4月11日㈯　13時30分～　乳幼児から
大人まで
　ボランティアグループ“絵本と語りの会”
　による昔話の語り・絵本の読み聞かせ
◇今月の休館日（小見川図書館も同じ）
　4月6日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪・
　30日㈭
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