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　水郷佐原の行事や四季を通した自然
景観などを写した傑作をお寄せください。
　データ応募（デジタル応募）ができます
（データ応募を推奨）。
■テーマ　観光の部・祭りの部
■応募点数　各部門1人5点、2部門最
大10点まで応募可
■応募方法
データ応募（デジタル応募）
◇規格　ＪＰＥＧ形式で10ＭＢ以内
※推奨画像データ…2,400×3,000ピ
クセル以上（700万画素相当）

◇応募方法　応募期間中、水郷佐原観
光協会ホームページからデータ応募サイ
トへアクセスし、新規利用者登録を行
い、作品応募専用ページで必要項目を
入力
郵送応募（プリント応募） 
◇規格　カラープリント四つ切。デジタ
ル写真の場合は、A4用紙サイズに限り
ます
◇応募先　〒287-0003　香取市佐原
イ81-31　水郷佐原観光協会「佐原の
観光と祭り写真コンクール」係
■注意事項　組み写真、修正・加工作
品は不可
■応募締切　10月31日㈮（必着）
■写真展　11月下旬から、佐原中央
公民館、佐原町並み交流館、川の駅水
の郷さわら（予定）
■表彰式　12月6日㈯（予定）
※応募作品は返却しません。すべての
応募作品の使用権は主催者に帰属しま
す。入賞者には11月中旬に通知予定
水郷佐原観光協会 ☎（52）6675
商工観光課 ☎（50）1212
http://www.suigo-sawara.ne.jp

佐原の観光と祭り写真コンクール作品募集
牧野大神楽
◇4月6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6日㈰ 　11時～　白幡神社
（大崎1971）／大崎大和神楽保存
会　平野 ☎090（8814）5189
山倉の白川流十二座神楽
◇4月6日㈰ 　13時～　山倉大神
（山倉2347-1）／山倉芸能保存会
日下部 ☎080（1096）2356
香取神宮御田植祭（耕田式～田植式）
◇4月6日㈰　13時～　香取神宮拝
殿前／香取神宮 ☎（57）3211
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・返田の三匹獅子
◇4月12日㈯　13時～　香取神宮
拝殿前／菅井 ☎090（9009）1610
小笠原流「流

や ぶ さ め

鏑馬」
◇4月12日㈯　13時～　香取神宮
参道／香取神宮 ☎（57）3211

　市内には多くの神楽が伝承されて
おり、各神社で神楽舞や獅子舞の奉
納が行われます。
　また、本年は12年に一度の「香取
神宮式年大祭」の年にあたり、種々の
奉納行事が行われます。
■日時・場所・問い合わせ
木内十二座神楽
◇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5日㈯　16時30分～　鹿島神
社（与倉418）／与倉神楽保存会　
菅井 ☎090（8855）0779

市内各所で奉納行事

募 集

川を見守る
河川愛護モニター

　国土交通省では、河川をやさしく
見守ってくれる「河川愛護モニター」を
募集します。
■対象　利根川、横利根川、常陸利
根川付近に在住の20歳以上の人
■期間　7月1日㈫から平成28年6
月30日㈭（予定）
■応募期間　4月1日㈫から5月14日
㈬まで（17時必着）
■応募先
利根川モニター
◇佐原地区　〒287-0001 佐原ロ
2097-8 国土交通省利根川下流河川
事務所佐原出張所 
◇小見川地区　〒289-0313 小見川
4884-8 国土交通省利根川下流河川
事務所小見川出張所
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonege/
横利根川、常陸利根川モニター
〒311-2424 潮来市潮来3510 国土
交通省霞ヶ浦河川事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/
※詳細はホームページ、利根川下流
河川事務所で配布する公募要領参照
国土交通省利根川下流河川事務所

佐原出張所 ☎(52)3795
小見川出張所 ☎(82)2629
霞ヶ浦河川事務所 ☎0299(63)2419

お知らせ

鯉のぼりをお譲りください

　初夏の風物詩となった「いきいき山
田鯉のぼりまつり」。今年も4月下旬
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11日㈮までに商工観
光課または山田支所地域班へ鯉のぼ
りを持参ください。
商工観光課 ☎(50)1212

行政相談委員制度を
ご存知ですか

　行政相談委員は、行政相談委員法
に基づいて、総務大臣から委嘱され
た民間有識者で、地域の皆さんの身
近な相談相手です。
　皆さんから国の仕事などに関する
苦情や意見、要望をお聞きして、公
平な立場から相談者に助言する、関
係する行政機関などに通知するなど
の活動を無報酬で行っています。

　市では4人の委員による定例相談
日を設け、広報かとりの毎月15日号
で相談日をお知らせしています。
　相談は無料で、秘密は守られます。
■日時　毎月20日頃　13時30分～
15時30分（支所は奇数月20日頃開催）
■場所　市民活動推進課、各支所
市民活動推進課 ☎(54)1138

シルバー人材センター
山田連絡所を設置

　4月1日㈫から山田支所内に山田連
絡所を設置します。
■開設日時　毎週月・木曜日（閉庁
日を除く）　8時30分～17時15分
シルバー人材センター佐原本部事
務所 ☎(54)7710
小見川支所 ☎(80)1551

献血にご協力を
お願いします

　現在、交通事故の多発や外科手術
などにより、多量・長期にわたる輸
血を必要とする患者が増加していま
す。献血は血液成分の結果が通知さ
れますので、健康管理のお手伝いに
もなります。
■日時　4月7日㈪　10時～11時45
分、13時～16時
■場所　市役所
健康づくり課 ☎(50)1235

ハローワーク
からのお知らせ

　4月から5月上旬は窓口が大変混雑
します。雇用保険の受給手続き、職
業相談・紹介窓口の利用にあたって
は次の混雑する時間帯を避けて利用
ください。

■混雑予想時間帯
　11時30分～14時30分、16時30分～
※利用者の来所状況により混雑時間
帯が異なる場合があります
ハローワーク佐原 ☎(55)1132

国保旭中央病院
初診時は紹介状を持参ください
　国では、病院の機能分化の推進を
進め、500床以上の病院は、紹介患
者を中心とするように求められていま
す。
　このため、当院においても初診で
受診する人は、かかりつけ医または、
お近くの病院・診療所からの紹介状
の持参をお願いしています。
　紹介状を持参の場合、診療を優先
的に行う運用を一部の診療科で開始
しています（拡大予定）。
　さらに、選定療養費が不要となり
ますので金銭的な負担が軽減されま
す。
総合病院国保旭中央病院

☎0479(63)8111

青年海外協力隊
シニア海外ボランティア説明会
　青年海外協力隊・シニア海外ボラ
ンティアの制度や内容の説明会を行
います。
　ボランティアには技術系・医療系・
教育系・農業系・スポーツ系などさ
まざまな職種があります。
■日時　4月10日㈭　19時～21時
■場所　船橋フェイスビル6階きらら
ホール（船橋市本町1-3-1）
■参加費　無料（事前申込不要）
ＪＩＣＡ青年海外協力隊事務局募集
課 ☎03(5226)9813

…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
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〈広告〉 〈広告〉

　会社や店舗・仕事のPRなど、市のホー
ムページにもリンクしているため、全国
ネットで情報をＰＲできます。
問い合わせ　秘書広報課 ☎(50)1204

広 告
募集中!

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!

危険物取扱者試験

■種類　甲種・乙種（全類）・丙種
■試験日　6月15日㈰
■試験会場　千葉科学大学（銚子市）
■受付期間　4月4日㈮～17日㈭（電
子申請は4月1日㈫～14日㈪）
■申込　郵送またはインターネットに
よる電子申請で千葉県試験研究セン
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
千葉県試験研究センター千葉県支部

☎043(268)0381

講座・教室

田んぼの楽校

■対象　小学1～6年生
■日時・内容
◇第1回　田植え　5月10日㈯　10
時～15時30分
◇第2回　かかし作りと自然観察　7
月19日㈯　10時～15時
◇第3回　稲刈り　9月13日㈯　10
時～15時
◇第4回　みんなであったかごはん　
10月25日㈯　10時～14時
◇第5回　ほかほか焼き芋つくり　
12月6日㈯　10時～15時
■場所　県立水郷小見川少年自然の
家、小見川西地区田んぼ
■定員　40人 
■費用　3,000円（全5回分） 
※全5回での申し込み
4月6日㈰から県立水郷小見川少

年自然の家 ☎(82)1343

東庄県民の森
ジャガイモの植え付け体験
　県民の森の畑に、ジャガイモの苗
を植えます。6月には参加者が植えた
ジャガイモが収穫できます。植え付け
の後は、山菜を天ぷらにして食べま
す。
■日時　4月12日㈯　9時30分～正
午　受付9時～
■場所　県立東庄県民の森
■参加費　300円
■定員　10人（先着順）
■持物　軍手、長靴、飲み物など
県立東庄県民の森管理事務所

☎(87)0393

4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

 日 月 火 水 木 金 土

航空科学博物館
飛行機工作教室

■対象　小学生以上
■日時　4月26日㈯・27日㈰、5月
3日㈷～6日㉁　13時～14時30分　
受付10時～
■場所　航空科学博物館1階多目的
ホール
■定員　各日40人（先着順）
■費用　入館料のみ
航空科学博物館 ☎0479(78)0557

催 し

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27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（当日受
付支払い）
4月1日㈫（ペアの双方が市外の場

合は4月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3日㈷（雨天時5月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17日㈭までに体育協会ソフトテ

ニス部　松崎 ☎(52)2336

市民ゴルフ大会

■対象　市内在住・在勤・在学者
■期日　5月21日㈬
■場所　オークヒルズ・カントリーク
ラブ
■競技方法　新ペリア方式（18ホール）
■募集数　180人（先着順）
■参加費　3,000円
■その他　地域社会
福祉を支援するため、
チャリティー募金を募
ります
■申込　4月11日㈮
9時から25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

佐原五月人形めぐり

　老舗に伝わる年代ものの人形など、
家々で大切にしている端

たん

午
ご

の節句飾
りを約30軒の個店が公開。若草色の
まねき布を目印に、個性豊かな人形
たちを、ゆっくりとご覧ください。
　佐原町並み交流館、駅前観光案内
所でも展示します。
■期間　4月5日㈯～5月11日㈰
 佐原おかみさん会

☎080(5455)7577

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7日㈪　郷古明子税理士事務
所（小倉吉雄税理士事務所内）（北
3-11-2） ☎（52）3960
◇4月21日㈪　田畑武彦税理士事務
所（東庄町笹川い4677-18）
 ☎（86）2880
※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　4月19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
何でも
千葉県建築士会香取支部　林

☎(55)1012

労働無料相談

■日時　4月16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

行政書士会による
無料相談

■日時　4月19日㈯　12時30分～
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

Event Schedule イベントスケジュール

佐原文化会館 ☎（55）1161

　耐震補強大規模改修工事のため休館

いぶき館 ☎（82）1123

○春季舞踊会
　4月20日㈰　9時30分～16時30分
○うたごえ千の会発表会
　4月22日㈫　13時～15時30分
○Foglia Musicale（音楽の葉）ピアノ発表会
　4月27日㈰　14時～16時

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　4月6日㈰・13日㈰・20日㈰・27日㈰
　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　 4月12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7日㈪・14日㈪・21日㈪・28日㈪・
　30日㈬
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