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募 集
小学校・幼稚園
特別支援教育支援員

■対象　心身ともに健康な人
■採用予定　平成28年4月
■勤務時間　8時30分〜14時45分
■内容　障害を抱えた子どもなどの
学校生活のサポート
■募集数　若干名
■賃金　時給970円
■選考　面接
12月11日㈮までに履歴書を持参し
学校教育課� ☎（50）1239

国保小見川総合病院
臨時職員

■対象　パソコンの使用ができる人
■採用予定日　平成28年2月1日
■勤務時間　8時30分〜17時15分
■内容　一般事務
■募集数　1人
■賃金　時給900円
■選考　書類審査、面接
履歴書（写真貼付）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　�☎（82）3161

小江戸サミット川越大会
参加者

■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　平成28年1月30日㈯　
7時45分市役所出発（19時30分帰
着予定）
■内容　講演会、幇

ほう
間
かん
芸などの披露、

時の鐘・菓子屋横丁などの町並み散策
■定員　40人（応募多数の場合は抽選）
■参加費　3,000円（昼食代込み）
12月15日㈫（必着）までに往復は

がきに住所・氏名・年齢・電話番号
を記入（返信用表面に、返送先の住
所・氏名を記入）し� 〒287-8501�商
工観光課（1枚に2人まで）
� ☎（50）1212

お知らせ
献血にご協力を
お願いします

■場所・日時
◇小見川市民センター　12月1日㈫

10時〜11時45分、13時〜16時
◇佐原中央公民館　12月8日㈫　
10時〜11時45分、13時〜16時
◇市役所　12月24日㈭　
10時〜11時45分、13時〜16時
健康づくり課　� ☎（50）1235

子育てガイドブック完成

　市の子育
てに関する
行政情報や
遊び場マッ
プなどの地
域情報、医
療情報など
をまとめた
「香取市子
育てガイド
ブック」を㈱サイネックスとの官民協
働事業により発行しました。
　なお、市内の保育所（園）、幼稚園、
小学校に在籍しているお子さんの家
庭には配布済みですが、市外通園・
通学や未就園などのお子さんの家庭
は下記で受け取れます。
■配布場所　子育て支援課、各支
所市民福祉班、地域子育て支援セ
ンター、山田児童館、佐原保健セン
ター、佐原中央公民館、佐原中央図
書館、小見川図書館
子育て支援課　� ☎（50）1257

臨時福祉給付金申請
2月29日㈪まで延長
　市では対象者に、申請書を発送し
ています。通知を紛失した人や対象
者かどうかわからない人は、問い合
わせください。
■対象　平成27年度分市民税（均等
割）が課税されない人
※課税者の扶養となっている場合、
生活保護制度の被保護者となってい
る場合は対象外
■申請期限　平成28年2月29日㈪
（当日消印有効）
■支給額　6,000円
社会福祉課� ☎（50）1268

国保加入者の
入院費一部負担金減免
　災害や失業などの特別な理由によ
り一時的に入院費の一部負担金を支
払えない人で、収入が生活保護基準
以下などに該当するときは、申請によ
り減免になることがあります。
市民課� ☎（50）1228

12月10日～16日は
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
　北朝鮮による拉致問題は、我が国
の喫緊の国民的課題です。
　拉致問題を始めとする北朝鮮当局
による人権侵害問題への対処が、国

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、即ご融資します

※一例です
　詳しくは
　お問合せ
　ください

ご融資額 月額利率
●3万円未満 7％…………
●5万円未満 6％…………
●10万円未満 5％………

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! 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

…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

ナリタエアポート クリスマス・
フェスティバル2015

　ねごと（ロックバンド）によるライブ、
6ｍの巨大ツリーの点灯式や豪華商
品が当たる抽選会、ニンニンジャー
戦隊ショー、ダンスやジャズパフォー
マンスなど盛りだくさん！
■日時
12月12日(土)　10時 〜18時30分
（ステージは11時開始）
■場所　成田空港第2ターミナルビ
ル前中央広場

クリスマス会

■対象� 小学生
■日時� 12月20日㈰
13時〜15時30分
■場所� 山田児童館
■内容� お菓子の家づくり、クリスマ
スパーティー
■定員� 30人
■参加費　600円（お菓子の家・プレ
ゼント代）
■持物� 上履き、エプロン、三角巾

クリスマスコンサート

■日時　12月20日㈰
14時〜　開場13時30分
■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
■定員　300人
■入場料　無料

絵本の読み聞かせと
かんたん工作教室

■対象　幼児（3才以上と保護者）・
小学生
■場所・日時
◇第1回…佐原中央公民館2階和室
12月20日㈰　10時〜11時
◇第2回…小見川市民センター「い
ぶき館」3階創作室　12月23日㈷�
13時30分〜14時30分
■定員　各20人程度
■参加費　無料

Merry Christmas 2015 クリスマスイベント

佐原中央図書館　☎（55）1343
　小見川図書館　　☎（80）0511

山田公民館　☎（78）4431 山田児童館　☎（78）1050 クリスマス・フェスティバル実行
委員会事務局（NAA地域共生部内）
 ☎0476（34）5858
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マッシュルーム栽培･出荷

香取市米野井938-1　☎0478-70-7515

http://www.ymush.co.jp/

正社員･パート社員随時募集中 ！
お気軽にお問合せください。

芳源マッシュルーム株式会社
生産量日本一

!

秘密厳守・夜間対応可
（前 神栖ひまわり基金法律事務所）

問合せ0299-91-1171
神栖・鹿島セントラル法律事務所

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

カ ー テ ン 専 門 店カ ー テ ン 専 門 店

香取市佐原口2129　（国道356号沿）香取市佐原口2129　（国道356号沿）
10:00～18:00 水曜定休10:00～18:00 水曜定休

佐原装飾 検索

新年は新しいカーテンで迎えましょう!

香取市とくとく商品券使えます！ 新柄入荷
致しまし

た

お電話1本で伺います
見積・採寸・標準取付工事
古いカーテンの処分

手間いらずで
無　料

12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

際社会を挙げて取り組むべき課題と
される中、この問題についての関心
と認識を深めていくことが大切です。
総務課� ☎（50）1201

所得税・消費税の
申告書作成説明会
　税務署では、所得税や消費税およ
び地方消費税の申告書の作成などの
説明会を開催します。
■対象　個人で事業や農業、不動産
の貸し付けをしている人
■日時・場所
◇12月7日㈪　13時30分～16時　
市役所5階大会議室
◇12月8日㈫　13時30分～16時　
小見川市民センター3階304研修室
佐原税務署� ☎（54）1331

福祉講演会

■日時　12月17日㈭　14時～16時
■場所　佐原中央公民館3階視聴覚室
■内容　お金のトラブル
■参加費　無料
香取ネットワーク� ☎（50）2800

未就業歯科衛生士の
復職支援研修会
■日時　平成28年1月17日㈰・
24日㈰　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）
■参加費　無料
住所・氏名・電話番号を記入し�

ファクス、電話、ホームページで
千葉県歯科医師会
� 043（248）2977

☎043（241）6471
� http://cda.or.jp/13

講座・教室

県立佐原病院健康教室

■日時　12月10日㈭　16時～
■場所　県立佐原病院1階多目的ホール
■内容　麻酔法の選択
■講師　同院麻酔科医師
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院　� ☎（54）1231

県立東庄県民の森
冬休み木工クラフト体験
　木の実や枝などを使った木工クラフ
トづくりを体験できます。
■日時　12月19日㈯～平成28年1
月3日㈰　10時～15時
■場所　県立東庄県民の森
■定員　1日5～8人程度（事前申込）
■参加費　200円～
県立東庄県民の森　�☎（87）0393

催 し
語るべぇ栗源
絵本の読み聞かせ
■対象　幼児・小学
1～3年生と保護者
■日時　12月19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
生涯学習課事業推進班�
� ☎（82）1153

無料相談

障害者に関する相談

■受付時間　毎週月～金曜日（祝日
除く）　9時～17時
■内容　障害者差別に関する相談
香取健康福祉センター
� ☎（52）3613

発明相談会

■日時　毎月第3金曜日
10時～16時（要予約）
■場所　香取市商工会（小見川）
■内容　特許、商標登録など
■講師　（一社）千葉県発明協会
香取市商工会� ☎（82）3307

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。
◇12月14日㈪　岩立和雄税理士事
務所（岩ヶ崎台21-3）� ☎（54）1987
◇12月21日㈪　大川惣一税理士事
務所（北3-3-6-106）� ☎（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　12月19日㈯
13時～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

12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

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館� ☎（55）1151
○郡市図工・美術児童生徒作品展
　12月3日㈭9時～16日㈬13時（8日㈫を除く）
○和墨会書道展
　12月18日㈮9時～20日㈰16時
○千葉萌陽高校イラスト展
　12月23日㈷10時～27日㈰16時

佐原文化会館� ☎（55）1161
○寿菊会舞踊発表会
　12月6日㈰　11時～17時
○フォーラム伊能忠敬の世界
　12月12日㈯　13時～16時30分
○千葉萌陽高校シンセサイザー部定期演奏会
　12月19日㈯　13時30分～15時30分

いぶき館� ☎（82）1123
○北総の詩人小倉うめ作品展
　12月4日㈮9時～6日㈰17時
○島音楽教室発表会
　12月6日㈰　13時30分～16時
○利根光影会写真展
　12月8日㈫　9時～13日㈰17時
○華胡歌謡祭チャリティ発表会
　12月13日㈰　9時30分～18時
○ピアノ発表会
　12月20日㈰　13時15分～16時30分
○小見川中学校合唱部・吹奏楽部クリスマ
　スファミリーコンサート
　12月23日㈷　13時～15時

佐原中央図書館� ☎（55）1343
小見川図書館� ☎（80）0511
佐原 �えほんのじかん
　12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
　12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
　12月19日㈯　11時～　幼児から大人まで
◇今月の休館日
　�12月7日㈪・14日㈪・21日㈪・24日㈭
　28日㈪～1月4日㈪

観光船の船頭養成員募集

　市では、あやめ祭りでのさっぱ
舟や佐原の大祭でのシャトル舟な
ど、水郷という地域特性を活かし
た観光を進めています。しかしな
がら、それを担ってくれる船頭さん
が高齢化などにより不足している
ため、船頭養成事業を実施します。
■対象　18歳から65歳程度の健
康な人
■勤務地　水郷佐原観光協会、水
の郷さわら、水生植物園など
■募集人員　5人程度
■養成期間　12月中旬から平成
28年3月25日まで（平成29年3月ま
で継続の場合あり）

12月15日㈫までに履歴書を持参
または郵送で 〒287-0003 佐原イ
74-31 水郷佐原観光協会

問水郷佐原観光協会　☎（52）6675
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