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移動火葬車による出張火葬

ペットセレモニー　忘れな草
粉骨加工(無料)が好評です

代　表　長谷川　勲
所在地　神栖市矢田部2883番地

365日24時間対応

出張費
無　料

URL  http://yanohase.com/
☎0479-21-7040

借金の整理 不動産・建築

離婚・相続自己破産 過払金回収

（完全予約制）
問合せ・ご予約は

平日夜間対応可
秘密厳守0299-91-1171

神栖ひまわり基金法律事務所
弁護士 瀧 智英・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

匝瑳市役所企画課　☎0479-73-0081
メール：k-senryaku@city.sosa.lg.jp
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※イベントの詳細は匝瑳市HPへ

匝瑳市 婚活 検  索

申し込み
問い合わせ

日　時／９月７日（日）１４時～１７時

会　場／匝瑳市内スポーツ施設

対象者／２５～４０歳の独身者（男性は匝瑳市在住の方に限ります）

参加費／男女ともに５００円　　申込締切／8月１５日（金）

スポーツで交流を深めながら
素敵なパートナーを見つけませんか？

国保小見川総合病院
管理栄養士（正職員）
■応募資格　管理栄養士免許所有者で
病院勤務実績3年以上の40歳以下の人
■募集数　1人
■選考方法　書類審査、面接
■採用予定　研修期間…平成27年2
月1日～、本採用…平成27年4月1日
9月30日㈫までに履歴書（写真貼

付）および管理栄養士免許証の写しを
持参または郵送で〒289-0332 南原
地新田438 国保小見川総合病院事
務局総務課 ☎（82）3161

自衛官

■応募資格　年齢は平成27年４月１
日現在で、日本国籍を有する人
自衛官候補生（男子）
◇資格　18歳以上27歳未満の男子
◇試験日　受け付け時にお知らせ
自衛官候補生（女子）
◇資格　18歳以上27歳未満の女子
◇試験日　9月26日㈮・27日㈯のう
ち1日
一般曹候補生
◇資格　18歳以上27歳未満の人
◇試験日　9月19日㈮・20日㈯のう
ち1日
航空学生（パイロット）
◇資格　21歳未満の高卒者（見込み
含む）
◇試験日　9月23日㈷

■受付期間　8月1日㈮～9月9日㈫
自衛隊千葉地方協力本部成田地域
事務所 ☎0476（22）6275

お知らせ

80歳記念写真撮影

　市では、今年度80歳を迎える人
に、記念写真を贈呈しています。記
念写真の撮影期間は10月31日㈮ま
でです。期間を過ぎると撮影できま
せん。
　撮影希望者は、写真館（店）に必ず
予約を入れ、市から送付した記念写
真撮影利用券を持参し撮影してくだ
さい。
高齢者福祉課 ☎（50）1208

献血にご協力を
お願いします
■日時　8月22日㈮　10時～11時
45分、13時～16時
■場所　佐原中央公民館
佐原ライオンズクラブ　鈴木

☎（54）3511

原子爆弾被爆者へ見舞金

　市では原子爆弾被爆者に見舞金を
贈ります。
■申請に必要なもの　原子爆弾被爆
者手帳、印鑑、本人名義の銀行口座
※昨年度申請者には、申請書を送付
します
8月29日㈮までに次へ

社会福祉課 ☎（50）1209
小見川支所市民福祉班 ☎（82）1114
山田支所市民福祉班 ☎（78）2113
栗源支所市民福祉班 ☎（75）2113

原爆ポスター展

　「非核平和都市」を宣言する市では、
戦争の恐ろしさと平和の尊さを皆さ
んと一緒に考えるため「原爆ポスター
展」を開催します。
■日時　8月5日㈫～10日㈰
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」1階市民ギャラリー
総務課 ☎（50）1201

面接練習セミナーin香取

　市では、若者就業支援を行ってい
る「ジョブカフェちば」との共催で面接
練習セミナーを開催します。
　実際の面接試験を想定しながら本
番で必要な基礎を学びます。
　また、セミナー終了後には、就職
活動に関する個別相談を行うほか、
求人情報コーナーも設けます。　
■対象　15歳～おおむね39歳　　
■日時　8月28日㈭　13時30分～16時
■場所　市役所5階501会議室
■定員　20人
■参加費　無料（要予約）
商工観光課 ☎（50）1212

8月は「食中毒強調月間」

　夏は食中毒の発生しやすい時期です。
次のことに注意し、予防しましょう。
〇食品を扱う時には、手を洗ってから
清潔な場所で調理しましょう。
〇冷蔵庫の温度は10度以下に保つよ
うにしましょう。
〇弁当を作るときは、いたみやすいも
のは避け、十分に冷やしたものを詰
め合わせましょう。
香取健康福祉センター（香取保健

所）  ☎（52）9161

41624162未就業歯科衛生士復職支援研修会
■日時　9月7日㈰・21日㈰（全2日
間）
9時30分～17時
■場所　千葉県歯科医師会館（千葉
市美浜区新港32-17）
■定員　40人（先着順）
■受講料　無料
住所、氏名、電話番号をファクス

または電話で千葉県歯科医師会
☎043（241）6471 043（248）2977

北方領土返還運動
全国強調月間
　8月と2月は「北方領土返還運動全
国強化月間」です。
　返還実現のためには、粘り強い外
交交渉を支える幅広い国民世論が重
要です。強化月間中は全国各地で、
北方領土返還運動の推進を図ること
を目的とした行事や運動が積極的に
展開されます。私たち一人ひとりがこ
の問題を理解し、世論の輪を広げま
しょう。
内閣府北方対策本部啓発係   

☎03（3581）1512
http://www8.cao.go.jp/hoppo/

231催 し

身近にお茶を楽しむ会
（日本文化体験）

　お茶席での作法を気軽に学び、お
茶を身近に感じてみませんか。
■日時　8月3日㈰　第1回13時30
分～、第2回14時30分～、第3回
15時30分～
■場所　佐原町並み交流館1階ホール
■参加費　無料
■定員　各回15人（先着順）
国際交流協会事務局（市民活動推

進課内） ☎（50）1261
国際交流協会　川上（当日連絡先）　

☎080（6650）5931

流しそうめん

■対象　幼児～小学生、その家族
■日時　8月24日㈰　9時30分～13
時（雨天中止）
■場所　山田児童館
■内容　そうめん台作り、流しそう
めん、かき氷
■定員　70人程度
■参加費　大人200円、子ども100円
■持物　おわん、箸、乾そうめん（大
人1人200g、子ども1人100g）
山田児童館 ☎（78）1050

…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

　国宝「伊能忠敬関係資料」は、
2,345点という他に類例のない規模
を誇る資料群です。
　そこには、地図や測量道具だけで
なく、伊能忠敬に関わるさまざまな資
料が含まれており、全体は5つの部門
に分類されています。
　本収蔵品展では、地図・絵図類、
文書・記録類、書状類、典籍類、器
具類のそれぞれの部門から、代表と
なる資料の実物を展示し、国宝「伊能
忠敬関係資料」の持つ奥深い世界を
紹介していきます。

■期間　9月21日㈰まで
■場所　伊能忠敬記念館第1展示室
■入館料　大人500円、小中学生
250円（団体15人以上は大人450
円、小中学生200円）
※市内在住の小中学生、高校生は無料
■休館日　8月4日・11日・18日・25日、
9月1日・8日の月曜日（計6日間）

国宝伊能忠敬関係資料の世界国宝伊能忠敬関係資料の世界
収蔵品展開催中

問伊能忠敬記念館 ☎(54)1118
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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!

8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

ふるさと佐原盆踊り大会

　どなたでも盆踊りを楽しめます。縁
日やゲームコーナーもあります。
■日時　8月14日㈭～16日㈯　18
時30分～21時
■場所　道の駅　水の郷さわら
社会福祉協議会 ☎（54）4410

小見川吹奏楽団
定期演奏会
■日時　8月17日㈰　13時30分～
開場13時　
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」多目的ホール
■曲目　With Heart and Voice （Ｄ．
ギリングハム）、序曲「バラの謝肉祭」
（Ｊ．オリバドーティ）ほか
■入場料　無料
小見川吹奏楽団　伊藤　

☎090（2305）3699

関東学生カヌースプリント
選手権大会
　6年ぶりに本市で開催されます。学
生たちの熱い戦いを観戦ください。
■期日　8月10日㈰～13日㈬
■場所　黒部川特設カヌー場（黒部
大橋下流）
小見川B＆G海洋センター

　☎（82）1000

林
はやしや

家正
しょうじゃく

雀　怪談噺
ばなし

の会

　怪談噺の名手による本格的な怪談
落語を、東京成徳大学の青栁隆志教
授の解説つきで楽しめます。
■対象　小学生以上
■日時　8月16日㈯　13時30分～15時
■演目　
◇お血

けち

脈
みゃく

　善光寺のありがたいハンコ
「お血脈」を地獄から盗みにきた大泥
棒は…？
◇真

しん

景
けい

累
かさね

ヶ
が

淵
ふち

　下総羽生村で起こっ
た実話をもとに三遊亭円朝が創作し
た怪談噺
■参加費　1,000円
■定員　80人（先着順・当日受付）
県立中央博物館大利根分館　　　

☎（56）0101

ミックスダブルス
テニス大会
■日時　9月7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　ミックスダブルス
■定員　24ペア（先着順）

■参加費　ペアで2,000円（高校生
以下1人500円、当日受付支払い）
8月1日㈮（ペアの双方が市外の場

合は12日㈫）から体育協会佐原支部
　☎（55）0003

和・モダン・らいぶ

■日時　8月30日㈯　14時～
開場13時30分
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」多目的ホール
■内容　西﨑流日本舞踊、東京芸術大
学室内アンサンブルによる舞踊音楽会
■入場料　2,000円（前売り）、2,500
円（当日）
■入場券販売所　坂蔵屋（佐原）、仁
木書店駅前店（小見川）
舞踊と音の会　
☎（52）5096　☎090（6109）3513

講座・教室
四季折々の
ガーデニング教室

■対象　市内在住・在勤の成人
■日時・内容　13時30分～16時（全
5回）
8月30日㈯…観葉植物の寄せ植え体験、
10月18日㈯…庭木剪定の実践体験、
12月23日㈷…お正月用寄せ植え体験、
2月…世界ラン展見学（予定）、3月7
日㈯…寄せ植え再生術・下草処理方法
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」、山田公民館
■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　寄せ植え材料代として8
月3,000円、12月4,000円を集金
8月4日㈪から8日㈮までに小見川

生涯学習担当 ☎（82）1193

メンズライフ講座「極
きわみ

」
男子厨房に入る（アジア編）
■対象　市内在住・在勤の成人男性
■日時・内容　9時30分～13時（全3回）
9月10日㈬…もちもち餃子（中国料理）
9月21日㈰…グリーンカレー（タイ料理）
10月1日㈬…韓国家庭料理（韓国料理）
■場所　小見川社会福祉センター「さ
くら館」調理実習室
■定員　24人（最少開催人数12人）
■講師　市内在住の各国出身者
■参加費　各回800円程度
■持物　エプロン、三角巾またはバ
ンダナ、マスク
8月4日㈪から8日㈮までに小見川

生涯学習担当 ☎（82）1193

ヨガ教室

■対象　市内在住・在学・在勤者
■日時　9月4日㈭・11日㈭・18日㈭・
25日㈭（全4回）　19時～20時30分
■場所　香取市民体育館武道場
■定員　40人（先着順）
■参加費　1,500円（保険料含む）
8月11日㈪から生涯学習課　　　

　☎（50）1221

ボーノ・イタリアン

　手軽にできるイタリア料理のテク
ニックを学びます。
■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　9月3日㈬・26日㈮、10月
1日㈬・29日㈬、11月6日㈭（全5回）
いずれも9時30分～3時間程度
■場所　栗源保健センター2階調理室
■定員　16人
■参加費　各回1,000円程度
8月15日㈮までに栗源生涯学習担

当 ☎（75）2171

無料相談

子どもの悩みごと相談所

　悩んでいませんか？いじめ・体罰・
不登校・友達関係。人権擁護委員と
法務局職員が相談を受けます。
■日時　8月20日㈬　10時～正午
■場所　佐原中央公民館2階第1研
修室
千葉地方法務
局香取支局　
☎（52）3391

建築無料相談

■日時　8月16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

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。
◇8月11日㈪　田畑武彦税理士事務
所（東庄町笹川い4677-18）

☎（86）2880
〈広告〉

◇8月25日㈪　大川惣一税理士事務
所（北3-3-6シャトミーA106） 

☎（52）1288
※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　8月16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

《地域一番の品揃え ！》
きもの

☎83－1089 ☎83－1239

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

日本ブライダル連盟・NPO法人加盟

デアイノバ タカハシ

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

○小見川高校吹奏楽部定期演奏会
　8月10日㈰　13時30分～
○小見川吹奏楽団定期演奏会
　8月17日㈰　13時30分～
○ドリームコンサート（クレモナ・ストリ
　ングス）
　8月31日㈰　14時30分～

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　8月3日㈰・10日㈰・17日㈰・24日㈰・
　31日㈰　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　8月9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）
　8月4日㈪・11日㈪・18日㈪・25日㈪・
　29日㈮
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