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買取センターG・P佐原店
☎0478-79-6088 香取市佐原イ340

10：00～18：00
月曜定休買取センターGP　佐原

質質
高価買取！！

秘密厳守!管理も万全です!

店内商品SALE中！！

貴金属・ブランド品・時計その他

お預かりでご融資します
●品物を預けて、一時的に現金化!!
●預けた品物は、後で受け戻せます!!
●期限は3ケ月、延期も可能!!

預ける
とは?

手放す前に    をご検討下さい!!大切な物なら… 質

しあわせサポーター

■対象　市内在住の30歳以上の既
婚者で、ボランティアで結婚支援を
行える人　※結婚紹介業の人は除く
■募集期間　9月1日㈫～10月2日㈮
■活動内容　地域の未婚男女の引き
合わせ（お見合いの仲介）、結婚相談、
婚活のアドバイス
企画政策課� ☎（50）1206

北総東部土地改良区職員

■対象　平成2年4月2日から平成9年
4月1日までに生まれた高等学校卒業
程度の学力がある人（卒業見込み含む）
■受付期間　10月5日㈪～20日㈫
■試験日時　12月1日㈫　9時～
北総東部土地改良区総務課　

☎（70）9123

自衛官

■応募資格　高卒（見込み含む）で21
歳未満（平成28年４月１日現在）の日
本国籍を有する人
※防衛大学校推薦のみ要学校長推薦

防衛大学校学生（推薦）
◇受付期間　9月5日㈯～9日㈬
◇試験期日　9月26日㈯・27日㈰
防衛大学校学生（総合選抜）
◇受付期間　9月5日㈯～9日㈬
◇試験期日　9月26日㈯
防衛大学校学生（前期）
◇受付期間　9月5日㈯～30日㈬
◇試験期日　11月7日㈯・8日㈰
防衛医科大学校医学科学生
◇受付期間　9月5日㈯～30日㈬
◇試験期日　10月31日㈯・11月１日㈰
防衛医科大学校看護学科学生
◇受付期間　9月5日㈯～30日㈬
◇試験期日　10月17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
国民年金保険料「10年の後
納制度」は9月30日で終了
　「10年の後納制度」は、時効で納め
ることができなかった国民年金保険料
を平成24年10月から平成27年9月ま
での3年間に限り、過去10年分まで
納められる制度です。
　後納制度を利用することで、年金額
が増えたり、納付した期間が不足して
年金を受給できなかった人が年金受給

資格を得られたりする場合があります。
国民年金保険料専用ダイヤル　

☎0570（011）050
佐原年金事務所� ☎（54）1442

献血にご協力を
お願いします
■日時　9月30日㈬　
10時～11時45分、13時～16時
■場所　市役所
健康づくり課� ☎（50）1235

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　9月18日㈮　
13時30分～15時30分
■場所　市役所302会議室　
■内容　介護の相談、悩み・不安の
解消、情報交換
高齢者福祉課� ☎（50）1208

41624162犬・猫の不妊・去勢手術の
一部助成（動物愛護週間中）
■助成額　5,000円（1世帯につき1頭
のみ。応募者多数の場合は抽選）
※不妊・去勢手術と同時にマイクロ
チップを装着する場合は、1,000円
の助成あり
■申込　9月20日㈰から26日㈯まで
に所定の往復はがきで。応募用紙は、
（公社）千葉県獣医師会のホームペー
ジからダウンロードするか同獣医師会
会員の動物病院にあります。
（公社）千葉県獣医師会　

☎043（232）6980
（公財）千葉県動物保護管理協会　

☎043（214）7814

中小企業退職金共済制度

　中小企業退職金共済制度（中退共）
は、国がサポートする中小企業のた
めの退職金制度です。詳しくはホー
ムページをご覧ください。
（独）勤労者退職金共済機構中小企
業　退職金共済事業本部　
� ☎03（6907）1234
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

講座・教室

ロコモ予防チャレンジ教室

■対象　40歳から64歳までの市民
で4日間参加できる人
■日時　10月8日・15日・22日・29

日の木曜日　13時30分～15時30分
■場所　佐原保健センター
■内容　ロコモ（骨、関節、筋肉な
どの運動器の働きが衰えること）対策
の講話、運動実践
■定員　30人（先着順）
佐原保健センター� ☎（50）1235

ものづくり体験
（スイーツデコ）
■対象　18歳まで
■日時	 9月13日㈰　13時～15時30分
■場所　山田児童館
■内容　マカロンストラップ・デコマ
グネット作り
■参加費　50円～（材料費）
山田児童館� ☎（78）1050

ヨガ教室

■対象　市内在住・在学・在勤者
■日時　10月1日・8日・15日・22日
の木曜日（全4回）　19時～20時30分
■場所　市民体育館武道場
■内容　ヨガの基礎
■定員　40人（先着順）
■参加費　1,500円（保険料含む）
9月7日㈪8時30分から生涯学習課

� ☎（50）1221

市民テニス講座

■対象　小学生以上
■日時　9月27日㈰　9時～正午　
受付8時45分～
■場所　くろべ運動公園テニスコート
■内容　コーチングスタッフによるテ
ニスレッスン
■定員　30人（先着順）
■参加費　�1,000円（当日支払い）
9月1日㈫から体育協会佐原支部
� ☎（55）0003

ウオーキング教室

■日時　9月12日㈯　9時～正午（雨天中止）
■集合場所　佐原第一公民館前
■参加費　300円（保険・資料代）
■持物　タオル、飲み物
東総歩こう会 小早志� ☎（54）2467

中国語教室

■場所　佐原中央公民館
■参加費　月額3,000円（テキスト代別途）
■コース・日時
初心者コース
◇日時　土曜日（月3回）　
15時45分～16時55分

…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

■日時　10月11日㈰　8時50分～15時
■場所　小見川スポーツ・コミュニティセンター、 
小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター、水郷小見川少年自然の家
■申込期限　9月25日㈮まで
事前申込種目
◇ヘルスバレーボール…小学生の部（4～6年生）、
一般の部（中学生以上）
◇水郷ふれあい駅伝…小学生の部（4～6年生）、 
中学生の部、一般の部（高校生以上）
◇親子マラソン…小学生の親子
◇ターゲットバードゴルフ…男子の部、女子の部
当日申込種目　
◇ストラックアウト…小学生以下の部、一般の部（中
学生以上）
◇キックターゲット…小学生以下の部、一般の部（中
学生以上）
◇ダーツ…小学生以下の部、一般の部（中学生以上）
◇輪投げ…小学生以下の部、一般の部（中学生以上）
◇カヌー体験…小学校4年生以上

小見川スポーツフェスタ参加者  募集
小見川スポーツ・コミュニティセンター　	☎（83）	0101
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既修者（中級）コース
◇日時　土曜日（月3回）　
14時30分～15時40分
※香取市国際交流協会会員登録が必
要（年会費2,000円）
※初心者コースと中級コースを両方
受講する場合の受講料4,000円
香取市国際交流協会　沖　

☎090（4526）4299

自動車点検教室

■対象　運転免許証のある人、参加
車両自由（不正改造車除く）
■日時　10月4日㈰　10時～15時
■場所　浅間台スポーツランドジム
カーナーコース（岩部179-2）
■内容　座学（点検整備講座など）、
実技(タイヤの取り外し、日常点検方
法の実施）、ブレーキ体験（ウェット・
ドライ）、アシストブレーキ車両体験
試乗、ジムカーナーコース走行
■定員　100人程度（先着順）
■参加費　無料（昼食付き）
■服装　軽作業ができる服装。コー
ス走行希望者はヘルメット、長袖の
服、グローブ持参
9月26日㈯までに千葉県自動車整

備振興会佐原支部事務局
田中自動車㈱� ☎(54)2182
同会小見川支部事務局
㈱なかじま� � ☎(83)3366

231催 し
道の駅くりもと紅小町の郷

「創業祭」

■期日　9月12日㈯・13日㈰（荒天
時は19日㈯・20日㈰に延期）
■内容　おにぎりやお餅の配布、梨・
ブドウや地元新鮮野菜の特売会、新
サツマイモの蒸かし芋食べ比べなど
参加・体験イベント
さつまいも掘り大会（12日・13日）、さ
つまいも掘り・落花生掘り（随時受付）
ステージイベント
かかし祭りコンテストの表彰式（13
日）、ジャズ、和太鼓、よさこい、ペルー
民族音楽など
道の駅くりもと紅小町の郷
� ☎（70）5151

市民登山ハイキング

　天候が良ければ富士山を眺められ
る絶景スポットです。
■対象　市内在住・在勤・在学の健
脚な人
■期日　10月18日㈰・19日㈪　1泊2日
■場所　山梨県笛吹市　黒岳ほか
■定員　40人（先着順）
■参加費　13,000円（保険料を含む）
■申込　9月13日㈰8時30分から正
午までに参加費を添えて市役所1階
受付に申し込み（1人の申し込みで4
人まで）
生涯学習課� ☎（50）1221

秋季市民ソフトボール大会

■日時　9月27日㈰　8時～
（予備日…10月4日㈰）
■場所　小見川河川敷運動公園
■種目　男子の部、女子の部
■参加費　2,000円（登録料1,000円）
※抽選会を9月25日㈮18時から市民
体育館会議室で行います
9月23日㈷までに体育協会佐原支部
� ☎（55）0003

空の日フェスティバル

成田空港イベント
■日時　9月13日㈰　10時30分～16
時40分
■場所　成田空港第2旅客ターミナ
ルビル前中央広場
■内容　ステージイベント、お楽しみ
抽選会、地元物産販売、キャラクター
ショーなど
成田国際空港㈱� ☎0476（34）5404

航空科学博物館イベント
■日時　9月12日㈯・13日㈰　10
時～17時
■内容　
◇12日㈯　こども模型飛行機教室、
地元物産販売、じゃんけん大会、キャ
ラクターショー
◇13日㈰　ブーメラン製作教室、地
元物産販売
航空科学博物館　☎0479（78）0557

無料相談

建築無料相談

■日時　9月19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。
◇9月14日㈪　佐原税理士法人　伊
藤事務所（佐原イ340）�☎（52）6052
◇9月28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

法律無料相談

■日時　9月16日㈬　13時～16時
（要予約）
■場所　佐原信用金庫
■相談内容　土地・家屋、金銭貸借・
保証、遺産相続・贈与、離婚、借入
問題など
佐原信用金庫お客様相談室� �
� ☎（54）2144

行政書士会による
無料相談

■日時　9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

障害年金の無料個別相談会

■対象　障害のある人とその家族
■日時　9月15日（毎月第3火曜日）�
13時30分～16時30分
■場所　成田商工会議所（成田市花
崎町736-62）
■定員　15人
NPO法人みんなでサポートちば
� ☎043（301）2311

78発明相談会

■日時　毎月第3金曜日（要予約）
10時～16時
■場所　香取市商工会（小見川）
■内容　特許、商標登録など
■講師　（社）千葉県発明協会
香取市商工会� ☎（82）3307
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Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館� ☎（55）1151

○鹿島水墨画会水墨画展　
　9月4日㈮13時～6日㈰16時
○香取科学工夫作品・論文展　
　9月11日㈮～18日㈮15時
○彩友会絵画展  
　9月29日㈫13時～10月4日㈰16時

佐原文化会館� ☎（55）1161

○佐原地区敬老会　
　9月13日㈰　9時30分～11時30分

いぶき館� ☎（82）1123

○ドリームコンサート　
　9月13日㈰　14時～
○利根光影会写真展
　9月25日㈮9時～9月27日㈰16時

佐原えほんのじかん
　9月6日㈰・13日㈰・20日㈰・27日㈰
　14時～　4歳以上対象
佐原  わくわくおはなしかい
　�9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
小見川  えほんのじかん
　9月19日㈯　11時～　幼児から大人まで

◇今月の休館日
　�9月7日㈪・14日㈪・21日㈷・24日㈭

臨時休館のお知らせ
　各図書室をつなぐ図書館情報ネットワー
クシステムの更新作業のため休館します。
■期間　9月28日㈪～10月5日㈪
※山田公民館・栗源市民センター図書室は、
本の貸し出しはできませんが開館します
※佐原中央図書館と小見川図書館は耐震用
本棚の設置、蔵書点検作業のため完全休館

佐原中央図書館� ☎（55）1343
小見川図書館� ☎（80）0511

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
★☆看護師 募集☆★
ブランクのある看護師やママさん
看護師も活躍しています。
施設見学も随時受付中‼
まずはお気軽にご連絡ください☆

IMSグループ 佐原中央病院 担当:早川
TEL.0478-55-1113（代表）

お葬式お葬式勉強会勉強会
無料9/13

日

10時～11時30分

●知らないとお金を無駄にしてしまう
　「お葬式3つの話」

会場：佐原北口ホール（香取市北2-6-7）

0120-52-4441お問合せ･お申込み15名様
限定 セレモニーきうち
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