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募 集

自衛官（幹部候補生）

■対象　年齢は平成28年4月1日現
在のもので、日本国籍を有する人
一般・大卒程度試験
　22歳以上26歳未満の人
※20歳以上22歳未満の人は大卒（見
込み含む）、修士課程修了者など（見
込み含む）は28歳未満
一般・院卒程度試験
　修士課程修了者など（見込み含む）
で20歳以上28歳未満の人
歯科・薬剤科
　専門の大卒（見込み含む）で20歳
以上30歳未満の人（薬剤科は20歳以
上28歳未満の人）
■受付期間　5月6日㈮まで（必着）
■試験日　5月14日㈯・15日㈰（15
日は飛行要員のみ）
※試験会場は受け付け時または受験
票交付時にお知らせします
自衛隊千葉地方協力本部成田地域
事務所
� ☎0476（22）6275

川の駅水の郷さわら　
ボランティア
　河川事業、地域の歴史・防災など
の案内ボランティアを募集します。
■期間　4月～6月（月曜日を除く）
■時間　9時～16時30分
■場所　川の駅水の郷さわら
■内容　河川防災教育展示室での案内
川の駅水の郷さわら�☎（52）1138

お知らせ
献血にご協力を
お願いします
小見川市民センター「いぶき館」
■日時　3月18日㈮　�
10時～11時45分、13時～16時
佐原中央公民館前
■日時　3月29日㈫　
10時～11時45分、13時～16時
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　3月18日㈮　13時30分～
15時30分
■場所　市役所3階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

小見川駅南定期駐車場の
貸し出し
■対象　普通乗用車、小型自動車お
よび軽自動車で長さ5.3m、幅2mを
超えないもの
■使用料（月額）
◇市内在住・在勤者…3,000円
◇それ以外の人…4,000円
■申請に必要なもの　印鑑、車検証、
免許証などの身分証明書（市内に勤
務する人は社員証など）
都市整備課　� ☎（50）1214

講座・教室
千葉県野球協会香取支部
審判講習会
　審判技術の向上のため講習会を開
催します。
■日時　3月27日㈰　9時～16時　
受付8時30分～
■場所　県立小見川高校野球場
■参加費　2,000円（昼食代含む）
千葉県野球協会香取支部事務局　
宇井　� ☎（78）1178

県立水郷小見川少年自然の家
田んぼの楽

がっ

校
こう

■対象　新小学1年生～6年生
■期日　4月23日㈯、5月7日㈯、7月
23日㈯、9月10日㈯、10月15日㈯
■場所　市内の田んぼ、県立水郷小
見川少年自然の家
■内容　米作りと自然環境を楽しく
学びます（田植え、稲刈り、かかし作
り、生き物観察など）
■定員　35人（先着順）
■参加費　3,000円（全5回分）
3月23日㈬から電話で県立水郷小

見川少年自然の家� ☎（82）1343

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　3月12日㈯　10時～
■場所　栗源市民センター「さつき館」
■参加費　無料
生涯学習課事業推進班� ☎（82）1153

3月1日㈫～7日㈪

店頭軽食コーナー

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％………

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

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

!

春の全国火災予防運動

無防備な 心に火災が かくれんぼ

住宅火災からいのちを守る７つのポイント
■３つの習慣
◇寝たばこは、絶対にやめる
◇ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
◇ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
■４つの対策
◇逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
◇寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する
◇火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する
◇お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる

香取広域市町村圏事務組合
消防本部予防課　☎（52）1192

住宅用火災警報器の悪質訪問販売に注意！
■実際にあった事例
◇「消防署から来ました」と消防署員を装う
◇「火災警報器の点検に来ました」と言って、点検後に高額な請求をする
◇火災警報器の点検後、契約書であることを隠して署名を求めてくる
◇「設置しないと罰金」と脅し、火災警報器を買わせる 

オープン

道の駅くりもと紅小町の郷　☎（70）5151

お楽しみバイキング
　月に2回、旬の食材・季節のイベントに合わせたメニュー
お楽しみバイキングを開催しています。
■日時　3月13日㈰・27日㈰　11時～15時
■料金　大人…1,000円、小学生以下…500円

道の駅くりもと

　温かいそば・うどん、おにぎ
りなど、気軽に食べられるメ
ニューをそろえています。
■営業時間　8時30分～17時

…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
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JA葬祭
JA葬祭

２４時間受付（年中無休）

TEL.0478-50-0983
JA葬儀式場 虹のホールさわら・おみがわ

自宅・寺院でのご葬儀承ります

葬祭ディレクター技能審査（厚生労働省認定）多数在籍

小見川絵画クラブ・初心者
絵画教室合同作品展
■日時　3月15日㈫～20日㈷　9時
～17時（20日は15時まで）
■場所　小見川市民センター「いぶき館」
■入場料　無料
■展示作品　油絵、水彩画、クレパスなど
生涯学習課事業推進班� ☎（82）1133
小見川絵画クラブ　小田代　
� ☎090（3437）2528

日本けん玉協会鹿島支部
けん玉大会
■日時　3月20日㈷　13時～15時
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■参加費　無料
公益社団法人日本けん玉協会　子

安　� ☎080（6750）7410

子どもゆめ基金助成活動
自然から学ぶ子ども防災キャンプ
■対象　小学生（家族での参加歓迎）
■日時　3月20日㈷　10時～15時30分
■場所　飯岡漁港、刑

ぎょう
部
ぶ
岬
みさき
展望館、

屏
びょう
風
ぶ
ヶ
が
浦
うら

■内容　春の森と海をぼうさい探検
■定員　30人
■参加費　500円
※弁当注文可（有料）
NPO光と風　渡邉� ☎0479（57）5769

県立水郷小見川少年自然の家
カヌーミニツーリング

■対象　カヌー経験者
※初心者は「やさしいカヌー基礎編（3
月27日㈰開催）」に参加してください
■日時　4月10日㈰　
10時30分～16時（小雨決行）
■場所　県立水郷小見川少年自然の
家、黒部川
■定員　35人（先着順）
■参加費　500円
※参加費は変わる可能性があります
■持物　着替え、タオル、防寒防水
用雨具、弁当、飲み物、手袋、濡

ぬ
れ

てもいい靴（ビーチサンダル不可）
3月10日㈭から県立水郷小見川少

年自然の家� ☎（82）1343

水陸両用バスでめぐる
水郷さわらダックツアー
■日時　4月10日㈰まで（金・土・日
曜日、祝日のみ運行）　
10時～15時30分（要予約）　各日10便
※2月19日㈮、3月18日㈮は運休
■場所　川の駅水の郷さわら
■参加費　大人…1,500円、小学生
以下…900円（2歳以下は保護者の膝
の上で300円）
NPO法人日本水陸両用車協会（9時

30分～16時）� ☎090（8446）6788

東総運動場
つばき杯ビギナーズテニス大会
■対象　県内在住・在勤・在学の硬
式テニス初心者（高校生で硬式テニス
部員は1年生のみ）
■日時　3月27日㈰　8時～17時
■場所　千葉県総合スポーツセンター
東総運動場（旭市清和乙621）
■種目　ミックスダブルス
■定員　32組（先着順）
■参加費　1組2,000円（保険料含む）
3月5日㈯からファクス、メールまた

は直接、千葉県総合スポーツセンター
東総運動場� ☎0479（68）1061
� 0479（68）1063
� tousou@cue-net.or.jp

県立東庄県民の森
ジャガイモ植付け＆くん製づくり
■日時　4月10日㈰　9時30分～正午���
受付9時～（要予約）
■場所　県立東庄県民の森
■定員　15人程度（先着順）
■参加費　1人300円
■持物　軍手、長靴、飲み物
県立東庄県民の森　�☎（87）0393

無料相談

IT相談

■対象　市内在住・在勤者
■日時　3月25日㈮　13時～17時
（随時受付、相談）
■場所　佐原町並み交流館研修室3
■内容　ＩＴのことなら何でも
■講師　東京情報大学
市民活動推進課� ☎（50）1261

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。
◇3月14日㈪　佐原税理士法人佐藤

公彦（北3-8-6）� ☎（52）2511
◇3月28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

法律無料相談

■日時　3月16日㈬　13時～16時
（要予約）
■場所　佐原信用金庫本店
■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　3月17日㈭
◇遺言書下書き実習…13時～13時50分
◇無料相談会…14時～16時（予約優先）
■場所　佐原中央公民館2階第1研修室
■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　香取
� ☎（57）3950

建築無料相談

■日時　3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

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

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　3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　10人
NPO法人みんなでサポートちば
� ☎070（1541）7661

3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
○佐原公民館祭り
　3月4日㈮9時～6日㈰16時30分
○絵画木曜会絵画展　
　3月8日㈫13時～13日㈰16時
○香墨会書道展　　　
　3月15日㈫13時～20日㈷16時

佐原文化会館� ☎（55）1161
○佐原公民館祭り　詩吟・ギター・大正琴・
　フラダンス・バンド
　3月5日㈯　10時5分～14時45分
○佐原公民館祭り　歌・篠笛・オカリナ・
　バンド・フラダンス・民謡
　3月6日㈰　10時5分～14時35分

いぶき館� ☎（82）1123
○高齢者クラブ連合会芸能祭
　3月11日㈮　10時～16時
○小見川絵画クラブ・初心者絵画教室合同
　作品展
　3月15日㈫9時～20日㈷15時
○音楽発表会
　3月20日㈷　13時30分～16時
○小見川文化協会写真部初心者グループ写
　真展
　3月22日㈫13時～27日㈰16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
　3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
　3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
　3月19日㈯　11時～　幼児から大人まで
◇今月の休館日
　�3月7日㈪・14日㈪・21日㉁・28日㈪・
31日㈭

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

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!
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