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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!

医療法人社団　寿光会　栗源病院
内科・皮膚科・リハビリ科

香取市助沢832-1　☎0478-70-5121
★2月より毎週金曜日に整形外科の診察を始めました。
　交通事故後、骨折後のリハビリのご相談承っております。

★女性医師による皮膚科外来を始めました。
　一度ご来院いただけますと次回から電話　
予約が可能です。
（皮膚科外来）火曜日14時～16時半、
　　　　　　第3土曜日9時～11時半
★肩こりでお悩みの方！ 毎週金曜日に肩こり
外来を行っています。

結婚相談  み つ ば
私たちが承ります

稲敷市光葉 9-127
tel＆fax.0299-79-3855
（国道125号沿い「幸田」の信号近く）

担当：江田

小さな相談室から

大きな幸せを！

暮らしの情報
2013.JulyInformation

　水生植物園で栽培しているハスの
品種は300種以上。品種数では日本
一の規模を誇ります。朝の澄んだ空
気の中で、さわやかな光の中に咲き

誇るハスの花をぜひご観賞ください。
■開催期間 7月6日㈯～8月11日㈰
■開園時間　8時～16時（土・日曜
日、祝日は6時開園）

早朝観蓮会
　ハスの花は、夜明けとともにほころ
び始め、昼前には閉じてきます。早
起きしてハスを見ませんか。涼しい早
朝のうちにハスをご覧いただけるよう
早朝観蓮会を行います。
■日時　はす祭り期間中の土・日曜
日、祝日　６時～

象
ぞう

鼻
び

杯
はい

・はす茶のもてなし

　早朝観蓮会では暑さをしのぐ清涼

剤として、象鼻杯や、冷たいハスの
香り茶、ハスの葉茶で喉を潤してくだ
さい。象鼻杯は、ハスの葉に酒を注
ぎ、茎から酒を吸うもので、象の鼻
に見立ててこのようにいいます。
※象鼻杯はアルコールですので、車
を運転される人はご遠慮ください
■日時　はす祭り期間中の土・日曜
日、祝日　８時～

熱帯睡
すい

蓮
れん

展

　園内で栽培した熱帯睡蓮を展示し
ます。
■期日　7月6日㈯～8月31日㈯
水郷佐原水生植物園

☎(56)0411

消防職員

■職種　消防職（初級）
■募集数　3人
■受験資格　平成元年4月2日から
平成8年4月1日生まれた人で、学歴
不問。身長おおむね160㎝以上、体
重おおむね50㎏以上（女性は身長お
おむね155㎝以上、体重おおむね45
㎏以上）、胸囲おおむね身長の2分の
1以上、両眼とも裸眼視力0.3以上、
色覚正常、聴力左右正常、消防活動
従事のため身体が強健であること
■申込書の配布　7月1日㈪から香
取広域市町村圏事務組合事務局、消
防本部、各署所および市役所、各支
所などで配付
■受験手続　申込書に写真を貼付、
必要事項を記入し消防本部総務課へ
持参または郵送
■受付期間　7月30日㈫～8月16日
㈮（当日消印有効）
■試験日　9月22日㈰
■試験会場　県立佐原高等学校
香取広域市町村圏事務組合消防本

部総務課 ☎（83）2244

清掃工場臨時職員

■対象　60歳くらいまでの心身とも
に健康な人
■募集数　1人

■雇用期間　8月1日㈭～平成26年
1月31日㈮（更新あり）
■勤務日　月～土曜日の間で5日　
9時～15時30分、9時30分～16時
■賃金　時給830円
■業務内容　仁良清掃工場施設内で
の計量など
■選考方法　書類審査・面接
7月12日㈮までに履歴書を〒289-

0407 仁良300-1 香取広域市町村
圏事務組合（山田支所内）へ持参また
は郵送 ☎(78)1181

佐原准看護学校
看護教員

■職種　看護教員（パート）
■募集数　1人
■業務内容　准看護師養成のための
教育、指導など
■資格　高卒以上、普通免許、看護
師免許取得後臨床経験5年以上　
■選考方法　書類審査・面接
事前に電話連絡の上、履歴書を

〒287-0001 佐原ロ2097-72 香取
郡市医師会附属佐原准看護学校へ持
参または郵送 ☎(52)2745

お知らせ

病害虫のまん延防止

　沖縄・奄美・トラカの各列島や小
笠原諸島には、本州には生息しない、
サツマイモやミカン類などの作物に害
を及ぼす病害虫が発生しています。

　これらの病害虫が本州に侵入する
と、大きな被害を受けることが予想さ
れるため、一部の植物は法律によっ
て未発生地域への持ち込みが規制さ
れています。旅行で該当する地域に
出かける人は、現地の植物を持ち帰
らないようにしてください。
横浜植物防疫所東京支所千葉出張所

 ☎043（242）8401
農政課 ☎（50）1258

公用車購入の見積りを
公募します

　市公用車を購入するため、公募に
よる見積り合わせを実施します。
■見積り対象　市公用車
■公募できる人　市内に本店または
営業所を有する自動車販売業者（法
人または事業所を有する人）
■申込期間　7月1日㈪～16日㈫
■見積書提出日　7月23日㈫
■その他　対象車詳細、見積り参加
資格、見積書提出方法などは、財政
課で配布する公募型見積り合わせ説
明書をご覧ください。
財政課 ☎（50）1207

面接練習セミナー＆
個別相談ｉｎ香取

　市と若者就業支援を行っている
「ジョブカフェちば」による、面接練
習セミナーおよび個別相談会を開催
します。
■対象　15歳～39歳
■日時　7月23日㈫
◇面接練習セミナー（定員20人）　 
10時30分～13時
◇個別相談（30分）（定員8人）
14時～16時
◇求人閲覧 　13時～16時
※一部のみを選択しての参加も可

■場所　市役所5階501会議室
■費用　無料
※予約が必要です（求人閲覧のみの
場合は予約不要）
商工観光課 ☎（50）1212

献血にご協力を
お願いします

■日時・場所
佐原保健センター
◇7月4日㈭　10時～11時45分、13
時～16時
小見川保健センター
◇7月19日㈮　10時～11時45分、
13時～16時
健康づくり課 ☎（50）1235

動物愛護センターからの
お知らせ

親子体験教室（予約制・無料）
■対象　小学4年～6年生の児童と
その保護者
■日時　8月8日㈭・15日㈭　10時
30分～正午　7月24日㈬、8月7日
㈬・14日㈬　13時30分～15時
■定員　各5組
※7月16日㈫から各開催日前日まで
受付
飼い主探しの会（予約制・無料）
　犬のほしい人とあげたい飼い主さ
んとの出会いの場です。
■日時　7月13日㈯、8月11日㈰・
29日㈭　9時30分～11時　受付9
時～
※犬猫をあげたい人は、受付9時30
分～
一般譲渡会（無料）
　センターの成犬、成猫を譲渡します。
■日時　7月25日㈭、8月22日㈭、
9月26日㈭　13時30分～15時　受
付13時～
パピークラス（予約制・無料）
　子犬の飼い方、しつけ方を学び、
模範的飼い主を目指します。参加者
には優先的に子犬を譲ります。
■期日　7月27日㈯、8月24日㈯、
9月28日㈯
犬のしつけ方教室基礎講座（予約制）
■日時　7月31日㈬、8月21日㈬　
13時～14時30分　受付12時30分～
■定員　各40人
■受講料　無料
犬のしつけ方教室実技講座（予約制）
■日時　8月1日㈭・22日㈭　9時
30分～11時30分　受付9時～
■定員　各40人
■受講料　3,000円
千葉県動物愛護センター
 ☎0476(93)5711

…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

7月6日㈯～8月11日㈰
はす祭りはす祭り
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サマージャンボ宝くじ発売

　1等前後賞合わせて5億円。2,000
万サマーと同時発売。宝くじの収益
金は、市町村の明るく住みよいまち
づくりに使われています。
■発売期間　7月10日㈬～8月2日㈮
■発売方法　全国の宝くじ売場。通
信販売でも購入できます
■抽選日　8月13日㈫
■発売単価　1枚300円
㈶千葉県市町村振興協会

 ☎043（311）4162

講座・教室

ウエストサイズ物語

■日時・場所
◇7月9日㈫・23日㈫　10時～正午
　香取市民体育館
◇7月12日㈮・26日㈮　10時～正
午 小見川スポーツ・コミュニティセンター
■参加費　無料
■内容　健康体操、健康ダンス、サー
クルダンスなど（見学自由）
地域文化活動推進センター　松田

☎（56）0784 ☎090（3509）7273

ガーデニング教室

　プロの造園家に学ぶ教室です。素
材を生かし、自然のままの美しさを表
現してみませんか。
■対象　市内在住・在勤の成人（教
室運営の当番に協力できる人）
■日時・内容　いずれも13時30分
～16時（全5回）
◇第1回　7月27日㈯　観葉植物の
寄せ植え体験
◇第2回　10月12日㈯　公民館の
庭木剪定体験
◇第3回　12月21日㈯　お正月用
寄せ植え体験 
◇第4回　平成26年2月　世界ラン
展見学（予定）
◇第5回　平成26年3月1日㈯　寄
せ植え再生術・下草処理方法
■場所　山田公民館、小見川市民セ
ンター「いぶき館」
■定員　30人（初めての人優先で先
着順・最少開催人数10人）
■参加費　寄せ植え材料代　7月
3,000円、12月4,000円を集金
7月3日㈬から10日㈬までに山田

公民館 ☎(78)4431

ハワイアンキルト教室

　買い物や稽古事に最適なトートバッ
グを作ります。
■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　7月24日・31日、8月7日・
21日・28日の水曜日（全5回）　19
時～21時（初回のみ開講式のため18
時30分集合）
■定員　20人（最少開催人数10人）

7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

■場所　山田公民館
■参加費　実費負担
■持物　裁縫道具、鉛筆、定規、ハ
サミなど
7月3日㈬から9日㈫までに山田公

民館 ☎(78)4431

トレーニング機器
利用講習会

■対象　市内在住の60歳以上で初
めて受講される人
■日時　7月11日㈭・18日㈭・25
日㈭、8月1日㈭の全4回　13時～
14時30分（Ａグループ）、14時45分
～16時15分（Ｂグループ）
■場所　シニア健康プラザ（佐原ロ
2028-92）
■内容　トレーニング機器の使い方
の習得
■参加費　500円（傷害保険代）
■定員　Ａ、Ｂグループ各7人（先着順）
■持物　運動ができる服装、飲み物、
タオル、上履き
高齢者福祉課 ☎(50)1208

催 し

きもだめし大会

　手作りお化け屋敷で恐怖を体験。
18歳未満は必ず大人同伴で参加して
ください。
■日時　7月26日㈮　受付・映画会
…18時30分～、きもだめし…19時
～20時
■場所　山田児童館
■参加費　無料
実行委員募集
　お化け屋敷のセットを作ってくれる
人、お化けになって人を驚かせたい
人を募集します。
■対象　小学4年生～中学生、高校生
■日時
◇準備　7月20日㈯　9時30分～11
時30分、23日㈫・24日㈬　13時30
分～16時
◇当日 7月26日㈮　17時～20時
■場所　山田児童館
■募集数　10人程度（4日間とも参
加できる人優先）
山田児童館 ☎（78）1050

サマーナイトコンサート

　開演前にはロビーコンサートや夜祭
りイベント（17時30分～）、コンサー
トの合間には賞品が当たる生演奏イ
ントロクイズなど盛りだくさんです。
■日時　7月13日㈯　19時～21時
　18時30分開場
■場所　山田公
民館ホール
■出演　小見川
吹奏楽団、山田
中学校吹奏楽部
■入場料　無料
山田公民館
☎（78）4431

お祭りウォーク

■日時　7月14日㈰　9時15分～14時
■場所　佐原中央公民館前
■参加費　300円
■コース　佐
原中央公民
館～小野川沿
い～伊能忠敬
旧宅～八坂
神社～観福寺
～道の駅（昼
食）～入船橋
ポンプ場脇広
場（10㎞）
東総歩こう会　川尻
 ☎090(4243)6769

HAPPYバレンタインin博多

■対象　下記に該当する25歳くらい
～45歳くらいまでの独身者
◇男性　成田市・富里市・香取市・
山武市・栄町・神崎町・芝山町・横
芝光町・多古町の在勤・在住者
◇女性　上記の9市町の在勤・在住
者または在住希望者
■期日　10月5日㈯・6日㈰　成田
空港発着　1泊4食付き
■内容　福岡パワースポット巡り・屋
台グルメツアー・キャナルシティ博多・
参加者交流パーティーなど
■定員　男女各20人（先着順）
■参加費　男性36,000円　女性
26,000円
8月9日㈮までに多古町企画財政課

内交流イベント事務局へ電話または
メール ☎0479(76)5409
kikaku-kuukou@town.tako.chiba.jp

無料相談
税理士による
税の無料相談

　希望者は、前日までに各税理士事
務所へ予約してください。
◇7月8日㈪　森蓁

しげる

税理士事務所（佐
原イ607）　 ☎（52）2308
◇7月22日㈪　岩立和雄税理士事務
所（岩ヶ崎台21-3） ☎（54）1987
※現在、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指導
対策部　佐藤 ☎（52）2511

労働無料相談

■日時　7月17日㈬　10時～16時
（予約不要）
■場所　連合千葉東総・香取地域協
議会事務所（銚子市勤労コミュニティ
センター内）
■相談内容　解雇、賃下げ、残業代
不払いなど労働問題全般
電話相談
■日時　毎週月～金曜日　9時30分
～17時 0120（154）052

連合千葉東総・香取地域協議会　
飯塚 ☎0479（23）2381

建築無料相談

■日時　7月20日㈯　10時～15時
■場所　佐原中央公民館
■相談内容　建築に関することなら
なんでも
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　7月13日㈯　13時～16時
（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

Event Schedule イベントスケジュール

佐原中央公民館 ☎（55）1151

○佐原美術会美術展覧会
　7月9日㈫正午～14日㈰16時
○歯と口の健康図画・ポスター優秀作品展
　7月20日㈯～8月4日㈰16時

佐原文化会館 ☎（55）1161

○エレクトーンステージ2013行木堂大会
　7月7日㈰　13時30分～16時30分
○サマーコンサート2013ヤマハ音楽教室
　ピアノ発表会
　7月27日㈯　10時～16時

山田公民館 ☎（78）4431

○サマーナイトコンサート
　7月13日㈯　19時～21時

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　7月7日㈰・14日㈰・21日㈰・28日㈰
　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　 7月13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
　※4月から第2土曜日に変わりました
◇今月の休館日（小見川図書館も同じ）
　7月1日㈪・8日㈪・15日㈷・22日㈪・
　29日㈪・31日㈬
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