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《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

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!

暮らしの情報
2014.NovemberInformation

税務課臨時職員

　確定申告時期などの業務繁忙期に、
受付・資料整理などの事務を行う臨
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
■募集数　7人
■期間　平成27年1月15日㈭～3月
20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16日㈪）
■業務内容　課税資料の収受・整理・
入力・確認
■賃金　時給850円
■申込　11月17日㈪までに履歴書
を持参または郵送で、税務課または
各支所市民福祉班
税務課 ☎（50）1242

社会福祉協議会職員

■受験資格　昭和54年4月2日から
平成4年4月1日までに生まれた人で、
社会福祉主事任用資格取得者（平成
26年度に取得見込みを含む）
■募集数　1人
■試験日　1次試験（筆記）12月7日
㈰、2次試験（面接）12月19日㈮　
※2次試験は1次試験合格者のみ対象
■採用日　平成27年4月1日
■申込書の配布　11月4日㈫から社
会福祉協議会本所で配布
11月4日㈫から21日㈮までに写

真を貼付した申込書を持参または郵送
（〒287-0001佐原ロ2116-1） で社
会福祉協議会本所 ☎（54）4410

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27年4月1
日現在、中卒（見込み含む）で17歳未
満の男子（平成10年4月2日から平成
12年4月1日までに生まれた男子）
■受付期間
◇一般　平成27年1月9日㈮まで（必着）
◇推薦　12月5日㈮まで（必着）
■試験日
一次試験　
◇一般　平成27年1月24日㈯
◇推薦　平成27年1月10日㈯から
12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

お知らせ

献血にご協力を
お願いします
■場所・日時　
山田ふれあいまつり会場（山田支所前）
◇11月3日㈷　 9時45分～11時45
分、 13時～15時
小見川支所
◇11月25日㈫　10時～11時45分、
13時～16時
健康づくり課 ☎（50）1235

香取市戦没者追悼式

　戦没者の慰霊と世界平和を祈念し、
香取市戦没者追悼式を開催します。
■日時　11月14日㈮  10時30分～
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」
社会福祉課 ☎（50）1209

児童発達支援利用者の
多子軽減措置制度
　平成26年度から多子軽減措置制度
が施行され、児童発達支援を受給して
いる世帯のうち、一定の要件を満たす
場合には、自己負担額の減免を受ける
ことができるようになりました。
　該当すると思われる世帯には、申
請書と案内を郵送します。
社会福祉課 ☎（50）1252

介護家族のつどい
（白ゆりの会）
■対象　認知症の人を介護している
家族など
■日時　11月21日㈮　13時30分～
15時30分
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」3階301号室　
■内容　介護の相談・悩み・不安の
解消・情報交換
佐原地域包括支援センター　

☎（50）1231

新生児紙オムツ代の助成

■対象　市内在住で、平成25年11
月1日から平成26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
◇世帯全員が記載された住民票（発
行から3カ月以内のもの）
■交付金額　5,000円（見込み）
■申込　11月28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）4410

小見川支所 ☎（83）7071
山田支所 ☎（78）1056
栗源支所 ☎（75）2118

すまい給付金

　国土交通省では、今年4月の消費
税率引き上げに伴い、住宅購入者の
負担軽減のために現金を支給する「す
まい給付金」を始めました。
■対象　住宅購入者（要件あり）
■申請期限　引き渡しから1年以内
■支給額　収入に応じて最大30万円
（持分を共有している場合は持分割
合を乗じた金額）
すまい給付金事務局

☎0570（064）186
ＰＨＳや一部ＩＰ電話　

☎045（330）1904

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

女性に対する暴力をなくす運動
11月12日～25日
　配偶者などからの暴力、性犯罪、
売買春、セクハラ、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。
千葉県女性サポートセンター（365日

24時間電話相談） ☎043（206）8002

個人事業税　第2期は
12月1日㈪までに納付を
　個人事業税の第2期分の納期限は
12月1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

香取特別支援学校
かよう祭
■日時　11月15日㈯　9時50分～
14時15分
■場所　県立香取特別支援学校　
■内容　小学部発表、中・高等部作
業製品の頒布、児童生徒の作品展示、
遊びコーナー、模擬店など
県立香取特別支援学校 ☎（72）2911

成年後見制度研修会

　お笑い芸人とおもしろおかしく成年
後見制度について学びます。
■日時　11月29日㈯　13時30分～
16時
■場所　千葉市生涯学習センター
■定員　300人（先着順）
■参加費　500円（資料代）
■申込書配布場所　社会福祉協議会、
高齢者福祉課
※千葉県社会福祉協議会などのホー
ムページからもダウンロードできます
11月20日㈭までに申込書をファク

…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

香炉形顔面付土器を公開県指定文化財

問生涯学習課　☎（50）1224

　国指定史跡「良文貝塚」から出土した「香炉形顔面
付土器」を公開します。
■日時　11月3日㈷・4日㈫　9時～16時
■場所　豊玉姫神社（貝塚117-1）
レプリカの完成　常時展示に
　成田国際空港および成田国際空港振興協会が行う
「平成26年度伝統文化支援・保存事業」の助成を受
けて作製されました。このレプリカは、まほろばの
里案内所（☎（83）0770）で一般公開しています。
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婚カツ in 多古
12月6日（土曜日）14:00～
会　場／笑蔵（多古町）
対象者／20～40歳位の女性
申し込み締め切り／11月29日
参加申し込みや詳細については右QRコードを
スキャンしてホームページにアクセスしてください。

ボランティアサポート ひまわりの輪
E-mail gyqws578@ybb.ne.jp

代表 菅澤　環

わら  ぞう

☎50－5700

香取市木材協同組合
香取市産木材香取すぎを使いましょう香取市産木材香取すぎを使いましょう
地産地消、CO2削減、循環型経済形成のため

香取市木材協同組合秘密厳守・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

スまたはメールで千葉県社会福祉協
議会千葉県後見支援センター
043（204）6013 ☎043（204）6012
smile@chibakenshakyo.com

千葉県動物愛護センター
犬のしつけ・犬猫の譲渡
犬のしつけ方教室（予約制）
■基礎講座
◇日時　11月9日㈰、12月14日㈰
13時～14時30分　受付12時30分～
◇定員　各先着30組
◇受講料　無料
■実技講座
◇日時　11月9日㈰、12月14日㈰
14時～16時　受付13時30分～
◇定員　各先着30組
◇受講料　3,000円
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。
■期日　11月22日㈯、12月20日㈯
※時間応相談
一般譲渡会（無料）
　センターの成犬・成猫を譲渡します。
■日時　11月22日㈯・27日㈭、12月20
日㈯　13時30分～15時　受付13時～
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　11月9日㈰、12月14日㈰
◇犬猫の欲しい人　9時30分～10
時　受付9時～
◇犬猫をあげたい人　10時～11時
受付9時30分～
千葉県動物愛護センター

☎0476（93）5711

講座・教室

人材バンク自主教室
折り紙を楽しむ会
　折り紙でいろいろな作品（ぱたぱた
鶴・ぽち袋など）をつくりませんか。
■日時　11月14日㈮ 14時～16時
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」3階301研修室
■定員　20人
■参加費　無料
生涯学習課 ☎（50）1224

太巻き飾り寿司

　切り口のきれいな飾り寿司「くまさ
ん」と「ばらの花」に挑戦です。
■対象　小学生とその家族
■日時　11月15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・海苔（一帖）
山田児童館 ☎（78）1050

ウオーキング教室

■日時　11月8日㈯（雨天中止）　9
時～正午
■集合場所　佐原中央公民館前（当
日受付）
■内容　3～4㎞歩行
■参加費　300円（保険・資料代）
■持物など　運動のできる服装、タ
オル、飲み物
東総歩こう会 小早志 ☎（54）2467

催 し

はなうえ祭

　パンジーの苗を植え付けます。参加
者全員に花の苗をプレゼントします。
■日時　11月16日㈰（小雨決行）
9時～10時30分
■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

市民ハイキング

■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　11月15日㈯　7時30分　
山田Ｂ＆Ｇ海洋センター出発
■場所　戦国ロマンと伝統工芸コース
（茨城県常総市石下）
■定員　70人（先着順）
■参加費　1,500円
11月4日㈫・5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
■日時　12月7日㈰
■場所　小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター
■種目　一般男子・女子シングルス
（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25日㈫までに小見川スポー

ツ・コミュニティセンター
（83）0149　☎（83）0101

大利根旭出福祉園
大利根祭
■日時　11月16日㈰（雨天決行）
10時30分～15時
■場所　大利根旭出福祉園（岡飯田
792-1）
■内容　佐原あやめBAND、バナナ
の叩き売り、和太鼓香

かのん

音、ピアダンス、
バザー、各種模擬店、抽選会など
大利根旭出福祉園 ☎（83）1220

棋士と交流
復興支援将棋イベント
■日時　11月9日㈰ 13時～16時30分
■場所　佐原中央公民館３階大会議室
■内容　指導対局、自由対局コー
ナー、お楽しみ抽選会
■参加棋士　真田圭一七段、石井健
太郎四段、三

さん

枚
まい

堂
どう

達也四段、黒沢怜
れ

生
お

四段、真田彩子女流二段
■参加費　無料
日本将棋連盟佐原支部　黒田

☎（54）2831

無料相談

建築無料相談

■日時　11月15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。
◇11月10日㈪　森蓁

しげる

税理士事務所
（佐原イ607） ☎（52）2308
◇11月25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　11月15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

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

 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

○市民文化祭佐原会場　展示の部
　11月1日㈯～3日㈷　9時～17時（3日㈷
は16時まで）
○篠塚喜一写真展　四季の神宮
　11月5日㈬13時～9日㈰17時

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

○市民文化祭
　 11月1日㈯～3日㈷　9時～17時（3日㈷
は16時まで）
○戦没者追悼式
　11月14日㈮　10時30分～
○市民文化祭特別展示
　 11月14日㈮～16日㈰　9時～17時（16
日㈰は16時まで）
○千葉県警察音楽隊演奏会
　11月16日㈰　16時～17時30分
○ネッコワーク作品展示会
　 11月22日㈯・23日㈷　9時～22時（23
日㈷は18時まで）
○丸越楽器ピアノ発表会
　11月23日㈷　10時～17時
○水郷カラオケ歌謡祭
　11月30日㈰　11時30分～17時

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　11月2日㈰・9日㈰・16日㈰・23日㈷・
　30日㈰　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　 11月8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）
　11月3日㈷・10日㈪・17日㈪・24日㉁・
　28日㈮
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