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募 集
陸上自衛隊
高等工科学校生徒
■募集種目　高等工科
■資格　日本国籍で、平成28年4月
1日現在、中卒（見込み含む）で17歳
未満の男子（平成11年4月2日から平
成13年4月1日までに生まれた男子）
■受付期間
◇一般　平成28年1月8日㈮まで（必着）
◇推薦　12月4日㈮まで（必着）
■試験日
一次試験　
◇一般　平成28年1月23日㈯
◇推薦　平成28年1月9日㈯から11
日㈷までの指定する1日
自衛隊千葉地方協力本部成田地域
事務所� ☎0476（22）6275

千葉県生涯大学校東総学園
入学生
■対象　仲間づくり、生きがいづくり、
社会参加に興味がある県内在住の55
歳以上（昭和36年4月1日以前生まれ）
の人
■募集学科・修業年限　
◇地域活動学部　2年間（週1回）
◇造形学部園芸コース　1年間（週1回）

◇造形学部陶芸コース　1年間（週2回）
■授業料（年額）
◇地域活動学部� 15,400円
◇造形学部園芸コース� 27,700円
◇造形学部陶芸コース� 55,500円
■願書受付　11月10日㈫～12月28日㈪
千葉県生涯大学校東総学園　

☎0479（25）2035

お知らせ
山田中央運動広場野球場
貸し出し停止
　改修工事の実施に伴い、下記期間
の貸し出しを停止します。
■期間　11月1日㈰～平成28年3月31日㈭
山田B＆G海洋センター　
� ☎（78）3204

11月はちば国保月間

　県下一斉に各種事業を実施してい
ます。市でも、擬制世帯・単身世帯・
所得零世帯に対して、他の社会保険
の被扶養者になれないか資格の適正
調査を実施します。また、保険証が
届かないなどの世帯に対して、不現
住者の調査も実施します。各種調査
にご協力をお願いします。
市民課� ☎（50）1228

献血にご協力を
お願いします
■日時　11月3日㈷　9時45分～11
時45分、13時～15時
■場所　山田ふれあいまつり会場
健康づくり課� ☎（50）1235

個人事業税の納期

　個人事業税の第2期分の納期限は
11月30日㈪です。納付書は11月中
旬に送付しますので、早めに最寄り
の金融機関などで納めてください。
　個人事業税の納税は口座振替を利
用すると便利です。
香取県税事務所� ☎（54）1314

新生児紙オムツ代の助成

■対象　市内在住で、平成26年11
月1日から平成27年10月31日まで
に生まれた子の親
■必要書類　子ども医療費助成受給
券の写し（受給券のない人は世帯全
員が記載された発行から3カ月以内
の住民票）
■交付金額　5,000円（見込み）
■申込　11月30日㈪までに社会福祉
協議会本所・各支所にある申込用紙
に記入し、必要書類を添付して提出
社会福祉協議会本所�☎（54）4405

社協小見川支所（さくら館）�☎（83）7071
社協山田支所� ☎（78）1056
社協栗源支所� ☎（75）2118

女性に対する暴力をなくす
運動
　配偶者などからの暴力、性犯罪、
売買春、セクシャル・ハラスメント、
ストーカー行為や人身取引など女性
に対する暴力は、女性の人権を侵害
するものであり、決して許される行
為ではありません。ひとりで悩まずに、
まず相談してください。
■期間　11月12日㈭～25日㈬
千葉県女性サポートセンター　
� ☎043（206）8002
「女性の人権ホットライン」強化週間
　期間中、人権擁護委員が「女性の
人権ホットライン」を通じて、相談に応
じます。
女性の人権ホットライン�☎0570（070）810
■日時　11月16日㈪～22日㈰
8時30分～19時（21日㈯・22日㈰
は10時～17時）
県人権擁護委員連合会事務局（千

葉地方法務局人権擁護課内）　
� ☎043（247）3555

千葉県民のつどい

■日時　11月15日㈰　13時～16時
■場所　千葉市生涯学習センター
■内容
◇基調講演…認定特定非営利活動法
人全国犯罪被害者ネットワーク理事
長　平井紀夫氏
◇朗読～被害者の声を聴く～…千葉
朗読サークル「風」
◇音楽会…植草学園大学付属高等学
校吹奏楽部
■定員　300人
■参加費　無料
11月10日㈫までに県生活安全課

（定員になり次第締め切り）　
☎043（223）2333

11月は
労働保険適用促進強化月間
　農林水産業の使用労働者5人未満
の個人事業を除き、労働者を1人で
も使用する事業主は、労働保険（労
災保険と雇用保険の総称）に加入する
ことが法律で義務づけられています。
　未手続きの事業主は至急、加入手
続きをしてください。
千葉労働局労働保険徴収課

☎043（221）4317

看護職合同就職説明会
技術講習会
■日時　11月26日㈭　9時30分～
13時　入退場自由
■場所　匝瑳市市民ふれあいセンター
（匝瑳市八日市場ハ793-35）
■参加費　無料
千葉県ナースセンター� ☎043（247）6371

講座・教室

太巻き飾り寿司

■対象　小学生とその家族
■日時　11月21日㈯　13時～15時
■場所　山田児童館
■定員　12組
■材料費　700円
■持物　エプロン、三角巾、上履き、
巻きす、海

の
苔
り
（一帖）

11月20日㈮までに山田児童館
� ☎（78）1050

栗っこクッキング

■対象　市内小学1～6年生
■日時　12月5日㈯　9時～

…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

市の臨時職員
市民課
　マイナンバー制度の開始に伴い、
個人番号カードの交付事務を行う臨
時職員を募集します。
■対象　パソコン操作のできる65
歳以下の市内在住者
■募集人員　3人
■期間　平成28年1月13日㈬～3月
31日㈭
■勤務地　市役所
■業務内容　個人番号カードの交付
事務
■賃金　時給870円
■申込　11月16日㈪までに履歴書
を持参または郵送で市民課、各支所
市民福祉班

税務課
　確定申告時期などの業務繁忙期
に、受付・資料整理などを行う臨時
職員を募集します。
■対象　パソコン操作のできる65
歳以下の市内在住者
■募集人員　7人
■期間　平成28年1月21日㈭～3月
16日㈬　9時～17時
■勤務地　市役所、小見川支所（小
見川支所は2月16日㈫～3月15日㈫）
■業務内容　課税資料の収受・整理・
入力・確認
■賃金　時給870円
■申込　11月16日㈪までに履歴書を持
参または郵送で、税務課または各支所

問市民課 ☎（50）1210 問税務課 ☎（50）1242

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

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!

買取センターG・P佐原店
☎0478-79-6088 香取市佐原イ340

10：00～18：00
月曜定休買取センターGP　佐原

質質
高価買取！！

秘密厳守!管理も万
全です!

店内商品SALE中！！

貴金属・ブランド品・時計その他
お預かりで、即ご融資します

※一例です
　詳しくは
　お問合せ
　ください

ご融資額 月額利率
●3万円未満 7％…………
●5万円未満 6％…………
●10万円未満 5％………

募集
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マッシュルーム栽培･出荷

香取市米野井938-1　☎0478-70-7515

http://www.ymush.co.jp/

正社員･パート社員随時募集中 ！
お気軽にお問合せください。

芳源マッシュルーム株式会社
生産量日本一

!

■場所　栗源市民センター「さつき
館」2階調理室
■定員　16人程度
■参加費　500円（材料費）
11月5日㈭から7日㈯までの9時か

ら電話で事業推進班� ☎（82）1153

催 し

市民ハイキング

■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　11月14日㈯　7時30分　
山田Ｂ＆Ｇ海洋センター前出発
■場所　宝

ほう
篋
きょう
山山口コース（茨城県

つくば市）
■定員　60人（先着順）
■参加費　1,300円
11月5日㈭・6日㈮の8時30分から

17時までに参加費を添えて直接山田
Ｂ＆Ｇ海洋センター（1人の申し込みで
4人まで、電話不可）� ☎（78）3204

市民卓球小見川大会

■対象　市内在住・在勤・在学者など
■日時　11月29日㈰
■場所　小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
■種目　一般男・女シングルス（男
女別個人戦）、小学生の部シングルス
（男女混合個人戦）
■参加費　300円（保険料など、当
日支払い）
11月19日㈭までに小見川スポー

ツ・コミュニティセンター　
� ☎（83）0101　 （83）0149

はなうえ祭

　パンジーの苗を植えます。
■日時　11月14日㈯　9時～10時
30分（小雨決行）
■場所　くろべ運動公園艇庫前
■参加費　無料
黒部川をふるさとの川にする会　

岡本� ☎090（3009）8853

県立水郷小見川少年自然の家
プラネタリウムコンサート
■日時　11月3日㈷　13時30分～
受付13時15分～（予約不要）
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■内容　四季の星座解説、小見川高
等学校吹奏楽部の演奏
■参加費　無料
プラネタリウム一般公開
■日時　11月15日㈰� 10時～11時
受付9時30分～（予約不要）

■参加費　無料
県立水郷小見川少年自然の家
� ☎（82）1343

県立中央博物館大利根分館
昭和の名車大集合

■日時　11月3日㈷　10時～15時
（雨天時は11月8日㈰）
■場所　県立中央博物館大利根分館
■内容　昭和30～60年代の名車展
示（約70台）
■参加費　無料
県立中央博物館大利根分館

☎（56）0101

認知症予防・口腔機能訓練
ワークショップ
■日時　11月15日㈰　13時30分～
15時30分
■会場　成田市赤坂ふれあいセン
ター大会議室（成田市赤坂2-11-4）
■内容　認知症予防・口腔機能訓練
のための音楽療法のワークショップ
■定員　100人
※生後6カ月から就学前までの子ども
を託児希望の人は、11月8日㈰まで
に申し込み（8人まで、先着順）
■参加費　無料
郵便番号、住所、氏名、性別、電
話番号を記入しファクス、メール、電
話で県男女共同参画センター（月曜
休）� ☎043（252）8036
� 043（252）8037
kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp

無料相談

無料歯科検診・相談会

　子どもから大人まで、自覚症状が
なくても、口の中が気になる人は相
談ください。
■日時　11月8日㈰　9時～正午、
13時～15時（予約不要）
■場所　香取匝瑳歯科医師会歯科セ
ンター（小見川支所別棟）
■内容　当会歯科医師による歯科検
診・相談
■費用　無料
香取匝瑳歯科医師会（月・水・木

曜日のみ）� ☎（79）6570
健康づくり課� ☎（50）1235

わが家の耐震相談会

■日時　11月22日㈰　10時～15時
■場所　佐原中央公民館
■内容　建築士による木造住宅の耐
震個別相談
■持物　自宅の写真、図面
11月20日㈮までに直接または電話

で都市整備課� ☎（50）1214

発明相談会

■日時　毎月第3金曜日
10時～16時（要予約）
■場所　香取市商工会（小見川）
■内容　特許、商標登録など
■講師　（一社）千葉県発明協会
香取市商工会� ☎（82）3307

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。
◇11月16日㈪　森蓁

しげる
税理士事務所

（佐原イ607）� ☎（52）2308
◇11月30日㈪　佐原税理士法人
佐藤公彦（北3-8-6）� ☎（52）2511
※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

建築無料相談

■日時　11月28日㈯　10時～15時
※奇数月のみ開催
■場所　佐原中央公民館
■相談内容　建築に関すること全般
千葉県建築士会香取支部　林　

☎（55）1012

行政書士会による
無料相談
■日時　11月21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

日本弁護士連合会による
全国一斉無料相談 遺言･相続
■日時　11月16日㈪　10時～16時
（要予約、6日㈮まで）
■場所　佐原信用金庫本店
佐原信用金庫お客様相談室� �
� ☎（54）2144

11月
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31

 日 月 火 水 木 金 土

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館� ☎（55）1151
○市民文化祭　展示の部
　11月3日㈷16時まで

佐原文化会館� ☎（55）1161
○市民文化祭　舞踊部
　11月1日㈰　9時30分～17時
○市民文化祭　吟剣詩舞・民謡・カラオケ会
　11月2日㈪　10時～15時30分
○市民文化祭　音楽会　
　11月3日㈷　9時30分～19時30分
○ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉コンサート
　11月28日㈯　15時～17時
○認知症予防講習会
　11月29日㈰　13時30分～16時

いぶき館� ☎（82）1123
○市民文化祭
　11月3日㈷16時まで
○ネッコワーク展示会　
　11月13日㈮9時～15日㈰17時�
○水郷カラオケ歌謡祭
　11月22日㈰　11時30分～17時
○ピアノ発表会　
　11月29日㈰　13時～16時

佐原中央図書館� ☎（55）1343
小見川図書館� ☎（80）0511
佐原 �えほんのじかん
　11月1日㈰・8日㈰・15日㈰・22日㈰・
　29日㈰　14時～　4歳以上対象
佐原 �わくわくおはなしかい
　�11月14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
小見川 �古雑誌のリサイクル　8日㈰　9時～
小見川 �えほんのじかん
　11月21日㈯　11時～　幼児から大人まで

◇今月の休館日
　�11月2日㈪・4日㈬・9日㈪・16日㈪・
23日㈷・27日㈮・30日㈪
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