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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!

暮らしの情報
2015.JulyInformation

国勢調査
調査員
■対象　平成27年9月1日現在、満
20歳以上で調査活動ができ、秘密
の保持ができる人で、警察、税務、
選挙活動に直接関係がない人
■調査区域　佐原市街地
■従事期間　8月下旬〜10月下旬
■内容　オンラインＩＤ・調査票の配
布・回収、調査票提出など
■報酬　約100世帯調査で7万2千
円程度（調査件数などにより異なり�
ます）
7月21日㈫までに企画政策課
� ☎（50）1206

消防職員

■職種　消防職（初級）
■採用予定数　2人
※救急救命士免許取得者または救急
救命士国家試験受験資格取得者およ
び同受験資格を平成27年度に取得
見込みのものを含む
■対象　昭和62年4月2日から平成
10年4月1日までに生まれた人で学
歴不問。身長おおむね160cm以上、

体重おおむね50kg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、視力（矯正視力を含む）両
眼0.7以上で一眼0.3以上、色覚正常、
聴力正常、身体が強健であること
■申込書の配布　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、各支所などで配布
7月28日㈫から8月14日㈮（消印

有効）までに申込書に写真を貼り、必
要事項を記入し香取広域市町村圏事
務組合消防本部総務課へ持参または
郵送� ☎（52）1191

地域振興事業

■対象事業　
◇地域の身近な課題（福祉、まちづく
りなど）を解決しようとする事業
◇補助金交付決定の日から平成28
年3月31日㈭までに終了する事業
■補助額　対象経費の10分の9、ま
たは10分の8以内（上限20万円）
■応募方法　必要書類を7月15日㈬
までに市民活動推進課または各支所
管理班
※募集要項・申請書類は、市民活動
推進課、各支所で配布のほか、市ホー
ムページからもダウンロードできます
市民活動推進課� ☎（50）1261

成田空港周辺地域の共栄に
つながる協働事業
　選定事業は、共生・共栄会議の共
栄ワーキンググループと協働で実施
します。
■対象　成田空港周辺地域の地域振
興などにつながり、次のうち2市町以
上を含む事業
◇対象地域…香取市、成田市、富里
市、山武市、多古町、芝山町、横
芝光町、栄町、神崎町
■対象団体　法人格のある民間団体
とこれに準ずる組織体制があると認
められる任意団体で、過去1年以上
の活動実績と、応募する事業の実施
実績のある団体
■実施期間　10月1日㈭〜平成29
年2月28日㈫
■交付額　1事業に対し100万円以
下
■選定数　合計2事業（1団体1事業）
7月31日㈮までに成田空港地域共

生・共栄会議� ☎0476（32）2035

小見川はんなり市出店者

■日時　8月1日㈯　14時〜20時30分
■場所　くろべ運動公園
7月8日㈬までに小見川はんなり市

実行委員会（香取市商工会内）
� ☎（82）3307

お知らせ
都市計画の案の概要縦覧と
公聴会
案の概要縦覧
■期間　7月3日㈮〜17日㈮　
※土、日曜日を除く
■場所　都市整備課、各支所、県都
市計画課
■内容　都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針（都市計画区域マス
タープラン）、都市計画道路（県決定）
■公述申出書の提出　公述を希望す
る人は、縦覧期間中に意見書を提出
することができます。17日㈮（消印有
効）までに都市整備課へ持参または郵
送ください
公聴会の開催
■日時　8月1日㈯　14時30分〜　
※公述申出がない場合は中止
■場所　市役所本庁5階大会議室
■傍聴　傍聴を希望する人は、直接
会場にお越しください（先着50人）
都市整備課� ☎（50）1214
県都市計画課� ☎043（223）3376

木造住宅のリフォーム工事
への助成を行います
■対象　耐震改修と併せて行うリフォ
ーム工事（修繕、模様替え、設備改修）
■助成額　対象経費の10分の1以内
（30万円まで）
都市整備課� ☎（50）1214

41624162公用車購入の見積りを
公募します
■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
■申込期間　7月1日㈬〜15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

献血にご協力を
お願いします
■日時　7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

福祉講演会

■日時　7月9日㈭　13時30分〜16時
■場所　佐原中央公民館3階視聴覚室
■内容　支え合える地域づくり
講師　菊地謙氏
■参加費　無料（当日参加可）
香取ネットワーク� ☎（50）2800

オストメイト（人工肛門・人工膀
胱造成者）社会適応訓練講習会
■日時　7月11日㈯　13時〜16時
受付　12時30分〜
■場所　佐原中央公民館3階大会議室
■費用　無料
千葉県オストミー協会
� ☎043（309）7571

講座・教室
シニア健康プラザ
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
めて受講する人
■日時　7月16日・23日・30日、8
月6日の木曜日（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
■内容　トレーニング機器の使い方

…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

問消費生活センター　☎（50）1300
No.14

「アダルトサイトとの解約交渉を
行政書士はできません！」

 事 例
　スマートフォンで、アダルトサイトにアクセスしたら突然登録完了に
なり、10万円の請求画面が表示された。驚いて、すぐにインターネッ
トで相談場所を探した。公的な消費生活センターだと思ったところに電
話で相談したら、実は行政書士だった。行政書士は「解約手続き代行費
用として4万円かかります」と言った。気が動転していたので、依頼す
ると伝えてしまったが、よく考えたら4万円は高額だ。止めたい。

 ひとことアドバイス

△

行政書士が返金請求・解約請求などを行うことは、弁護士法に違反し
ている可能性が高く、解約交渉などを行うことは認められていません。△

解約をうたう行政書士とは契約しないようにしましょう。△

インターネットで検索する際には、検索結果とインターネット広告が両
方表示されることについて認識しましょう。△

アダルトサイト業者には、決して連絡をせず支払わないでください。△

契約後でも、解約できる場合もあります。早めに、消費生活センター
に相談してください。

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
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
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■参加費　500円（傷害保険代）
■定員　A、Bグループ各7人（抽選）
■持物　運動ができる服装、飲み物、
タオル、上履き
■申込　7月9日㈭14時から市役所
5階503会議室にて抽選会を行います
ので、受講希望の人は来場ください
高齢者福祉課� ☎（50）1208

ハワイアンキルト教室
トートバッグ作り
■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　7月22日・29日、8月5日・
19日・26日の水曜日（全5回）　18
時30分～21時（初回のみ18時集合）
■場所　山田公民館
■募集数　20人（最少開催人数10人）
■参加費　4,000円程度（実費負担）
■持物　裁縫道具、定規、ハサミなど
7月3日㈮から10日㈮までに山田

公民館（月曜日を除く）� ☎（78）4431

ガーデニング・剪定教室

■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　7月25日㈯～平成28年3月
5日㈯（全6回）　13時30分～16時
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」ほか
■定員　30人（初めての人優先）
■参加費　内容により実費負担
7月7日㈫から10日㈮までの9時か

ら生涯学習課事業推進班（小見川ス
ポーツ・コミュニティセンター内）へ電
話または直接申し込み� ☎（82）1133

やさしい工作教室
ごろねん貯金箱
■対象　幼児（3才以上）と保護者、小学生
■日時・場所
◇第1回　7月26日㈰　13時30分
～15時　小見川市民センター「いぶ
き館」3階創作室
◇第2回　8月8日㈯　10時～11時
30分　佐原中央公民館2階
■定員　各20人程度
■参加費　無料
小見川図書館� ☎（80）0511
佐原中央図書館� ☎（55）1343

小見川高校
初心者パソコン講座
■対象　パソコン初心者
■日時　7月25日、8月1日・8日・22
日の土曜日（全4回）　10時～15時
■場所　小見川高校パソコン教室
■内容　初心者のためのワード・エ
クセルの基礎講座
■定員　40人（先着順）

■参加費　2,300円（テキスト代含む）
7月13日㈪までに県立小見川高校
渡辺� ☎（82）2146

甲種防火管理者
資格取得講習会
■受付期間　7月15日㈬・16日㈭
■場所　佐原中央公民館
■定員　150人
■受講料　6,170円
■申込　千葉県消防設備協会にファ
クスまたは持参� 043（223）6610
香取広域市町村圏事務組合消防本
部予防課� ☎（52）1192

231催 し

社会を明るくする運動

街頭パレード
■日時　7月5日㈰　9時45分～（雨天中止）
■コース　佐原中央公民館→ほてい
や本店→小野川沿い→旧千葉商船→
八木清商店→大川みどり漬→踏切通
過→佐原中央公民館
街頭啓発
■日時・場所
◇佐原駅前　�7月1日㈬　7時～
◇市民レガッタ会場　7月12日㈰　9時～
◇山田地区風土村　7月18日㈯　11時～
社会福祉課� ☎（50）1209

絵本の読み聞かせ

■対象　幼児・小学校1～3年生と保
護者
■日時　7月11日㈯　10時～
■場所　栗源市民センター「さつき
館」1階図書室
■参加費　無料
生涯学習課� ☎（82）1153

サマーコンサート

■日時　7月19日㈰　14時開演
■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
■定員　300人
山田公民館� ☎（78）4431

枝豆種まき＆収穫体験

■対象　小学生とその家族
■内容・日時
◇種まき　7月18日㈯　9時30分～正午
◇収穫　10月予定

■場所　やまとの森（新里）
■定員　15人程度
■参加費　300円
■持物　軍手・水筒・水道水（2リッ
トル）、汚れてもよい服装
山田児童館� ☎（78）1050

銚子特別支援学校
「銚特フェア」
■日時　7月7日㈫　10時～16時
■場所　イオンモール銚子
■内容　高等部作業学習の製品販売
銚子特別支援学校高等部　山崎
� ☎0479（22）0243

無料相談

移動暴力相談所の開設

■日時　7月22日㈬　10時～16時
■場所　香取地域振興事務所
■内容　暴力追放相談委員が相談に
応じます。内容により、警察への通報、
弁護士の紹介などを行います
（公社）千葉県暴力団追放県民会議
事務局� ☎043（254）8930

建築無料相談

■日時　7月18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。
◇7月13日㈪　小倉良昭税理士事務
所（佐原イ517）� ☎（52）3557
◇7月27日㈪　野村勲税理士事務所
（南原地新田353）� ☎（80）0558
※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　7月18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
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労災職業病なんでも相談会

■日時　7月25日㈯　13時～16時
■会場　成田市中央公民館
■費用　無料
千葉県中央法律事務所　
� ☎043（225）4567

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館� ☎（55）1151

○地図のまち佐原絵画作文展　
　7月1日㈬9時～12日㈰16時
○歯と口の健康図画ポスター展　
　7月18日㈯9時～30日㈭17時

佐原文化会館� ☎（55）1161

○舞踊発表会　7月4日㈯10時～20時30分
○エレクトーンステージ行木堂大会
　7月5日㈰　14時～17時
○宝くじまちの音楽会「南こうせつwith　
　ウーファン心のうたコンサート」　
　7月26日㈰　18時～20時30分

いぶき館� ☎（82）1123

○地図のまち佐原絵画作文展
　7月14日㈫9時～26日㈰16時

佐原えほんのじかん
　7月5日㈰・12日㈰・19日㈰・26日㈰
　14時～　4歳以上対象
佐原  わくわくおはなしかい
　�7月11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  えほんのじかん
　7月18日㈯　11時～　幼児から大人まで

◇ 佐原中央図書館・小見川図書館 今月の
休館日
　�7月6日㈪・13日㈪・20日㈷・27日㈪

佐原中央図書館� ☎（55）1343
小見川図書館� ☎（80）0511

仏事仏事
個別相談会個別相談会

お葬式に関して、お客様のご要望に合わせて個別にご相談をお受けいたします。
葬祭ディレクター・全葬連事前相談員・終活カウンセラーの資格を
もった専門の相談員がお待ちしております。

会場：佐原北口ホール（香取市北2-6-7）

0120-52-4441

無料7/7火
9時～12時

お問合せは
セレモニーきうち

ま
で
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