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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

!

暮らしの情報
2016.JuneInformation

募 集
国保小見川総合病院職員

（一般行政職上級）
■対象　昭和61年4月2日から平成7
年4月1日までに生まれた人（学歴不問）
■募集数　1人
■採用予定　平成29年4月1日
■試験日　7月24日㈰
■試験場所　県立佐原高等学校
6月17日㈮までに国保小見川総合

病院、市役所にある申込書（病院ホー
ムページからもダウンロード可）に必
要事項を記入し、写真添付の上、持
参または郵送で国保小見川総合病院
� ☎（82）3161

お知らせ

市営墓地の分譲

■対象　市内在住者
■場所　下飯田
■分譲区画数　2区画（1区画4.86㎡）
■永代使用料　15万円
■管理料　年間2,060円
■申込　6月2日㈭から24日㈮まで
に環境安全課、各支所管理班にある
申請書に必要事項を記入し提出
※6月29日㈬の19時から市役所3階

301会議室で抽選
環境安全課� ☎（50）1248

献血にご協力を
お願いします
栗源市民センター
■日時　6月6日㈪　10時～11時45分
山田支所
■日時　6月22日㈬　13時30分～16時
健康づくり課� ☎（50）1235

農業者年金現況届の
提出を忘れずに
　現在、農業者年金を受給している
人は、5月中に農業者年金基金から
「現況届」が郵送されています。必要
事項を記入し、6月30日㈭までに農
業委員会事務局、または各支所管理
班へ持参してください。
　期限内に提出がなかった場合、年
金支給が差し止めになることがありま
すので、忘れずに提出ください。
農業委員会事務局� ☎（50）1226

6月議会開会

　6月6日㈪から開会予定の6月定例
会を傍聴してみませんか。詳しい日
程、ライブ中継などは、市議会ホー
ムページをご覧ください。
　日程は、変更になる場合がありま
す。傍聴の際は問い合わせください。
議会事務局� ☎（50）1217�����������

小野川両岸で歩行者天国

　あやめ祭り期間中の週末に「小野
川両岸歩行者天国」を実施します。
■日時　6月4日㈯・5日㈰・11日㈯・
12日㈰・18日㈯・19日㈰　10時～16時
■交通規制範囲　本宿側は共栄橋か
ら市川米店まで、新宿側は共栄橋か
ら白鳥石材㈱角地までの区間（自転
車を押しての通行は可）
佐原商工会議所� ☎（54）2244
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全国健康保険協会（協会けんぽ）
の保険料率
平成28年度の保険料率
　協会けんぽ千葉支部の健康保険料
率は、4月納付分より現状の9.97％
から9.93％に引き下げます。介護保
険料率は、1.58％から変更ありません。
加入者家族（被扶養者）の特定健診
　加入者家族（40～74歳の被扶養
者）の特定健診費用の一部を助成しま
す。受診券は、加入者の住所に直送
しました。受診券と健康保険証を持
参し受診してください。申込方法など
は協会けんぽに問い合わせください。
■日時・場所　協会けんぽホームペー
ジに掲載
■自己負担額　健診機関1,180円（一
部機関は500円）、集団健診500円
全国健康保険協会千葉支部
� ☎043（308）0521

佐原教科書センター
教科書展示
　高等学校検定済教科書などの見本
を展示します。
■日時　6月17日㈮～7月2日㈯　
（日曜日を除く）　9時～17時
■場所　北総教育事務所香取分室
（北3-1-3）
佐原教科書センター（北総教育事

務所香取分室内）　� ☎（54）1529

県立飯高特別支援学校
学校公開
■日時　6月22日㈬　9時30分～11時30分
■場所　県立飯高特別支援学校
（匝瑳市飯高1692）
■内容　学校施設と授業の公開
6月13日㈪までに県立飯高特別支

援学校　� ☎0479（70）5001

講座・教室

シニアお達者体操教室

■対象　60歳以上の市内在住・在
勤者（初めての人優先）
■日時　7月5日から8月9日までの毎
週火曜日（全6回）　13時30分～15時
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」1階多目的ホール
■内容　簡単床運動、脳トレ体操
■定員　30人（最少開催人数10人）
■参加費　500円
■持物　大きめのバスタオルまたはヨ
ガマット、飲み物
■服装　動きやすい服装、運動靴
6月3日㈮から5日㈰までに生涯学

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）� ☎（82）1133

水中エクササイズ教室

■対象　市内在住・在勤者（高校生
以下除く）
■日時　7月7日から8月11日までの
毎週火・木曜日（8月2日を除く全10
回）　19時30分～21時
■場所　小見川B&G海洋センター
■内容　水中エクササイズ
■定員　40人（先着順）
■参加費　3,000円（保険料含む）
6月10日㈮から30日㈭までに本人確

認書類、申込書、参加費を持参し、小
見川B&G海洋センター� ☎（82）1000

1133男の料理教室

■対象　60歳以上の男性
■定員　各会場30人（先着順）
■参加費　各回500円
■持物　エプロン、三角巾、筆記用具
■場所・日時
佐原中央公民館調理実習室
◇日時　7月14日、8月25日、9月29
日、10月20日の木曜日　10時～14時
6月24日㈮までに社会福祉協議会

本所　� ☎（54）4410
小見川社会福祉センター調理室
◇日時　7月26日、8月23日、10月25
日、1月24日の火曜日　9時30分～13時
6月24日㈮までに社会福祉協議会

小見川支所　� ☎（83）7071
山田公民館調理室
◇日時　6月30日㈭、8月5日㈮、
10月28日㈮　9時30分～13時
6月13日㈪までに社会福祉協議会

山田支所　� ☎（78）1056

　詳細な地形が読み込める伊豆七島の大島を描いた伊能図を公開
します。また、忠敬と弟子が手分けして測量した佐渡島や「日本
一の大難所」と忠敬が手紙に書き記した屋久島と種子島の測量に
関わるエピソードなどを紹介します。

■期間　7月18日㈷まで（6月27㈪、7月4日㈪・11日㈪は休館日）
■入館料　大人500円　小中学生250円
※市内在住・在学の小中学生、高校生は無料

問伊能忠敬記念館　☎（54）1118

伊能忠敬没後200年記念プレ企画
香取市合併10周年記念

伊能忠敬と島

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

…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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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

香取市佐原イ2943　☎52－4545
http://www.yamaken.ne.jp/

㈱山本住建
ヤ マ ケ ン

増改築・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!

ウォーキング教室

■日時　6月11日㈯　9時～正午
（雨天中止）
■集合場所　佐原中央公民館前
■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

1056催 し

1000ベビーマッサージ

■対象・日時
◇生後1カ月から6カ月までの乳児と家族
6月14日㈫または17日㈮　10時～11時
◇生後7カ月からの乳児と家族　6月
21日㈫または24日㈮　10時～11時
■場所　山田児童館
■定員　各6組程度
■参加費　500円（オイル・お茶代）
■持物　バスタオル、ガーゼ、飲み物
山田児童館� ☎（78）1050

県民の日　遊び体験

■対象　小学生とその家族
■日時　6月15日㈬　9時30分～
12時30分（雨天決行）
■場所　やまとの森（新里）
■定員　20人
■内容　自然体験、五平餅づくりなど
■参加費　300円
■持物　米1合、軍手、水筒、のこ
ぎり・小刀（持っている人）
■服装　汚れてもよい服装
山田児童館　� ☎（78）1050

Living English in Katori
～観光・おもてなしの英会話～
　観光案内などをテーマに英会話を
実践。通訳スタッフが補助します。
■対象　外国人との会話に興味がある人
■日時　6月20日、7月11日、8月
15日の月曜日　16時～17時30分
■場所　佐原町並み交流館2階
■講師　グラント・スティーブン氏ほか
■参加費　無料
国際交流協会通訳ガイドボランティ

ア部会� ☎080（6650）5931

Ｂ＆Ｇ関東ブロック交流会

■対象　市内小学5～6年生
■期日　7月28日㈭～29日㈮
■場所　県立水郷小見川少年自然の
家、銚子マリーナなど

■内容　防災・水辺の安全教育、キャ
ンプファイヤー、マグロの解体ショー
見学など
■定員　県内12人（先着順）
■参加費　4,000円（宿泊費など含む）
■申込　6月14日㈫から30日㈭まで
に申込書と参加費を持参し、小見川
B&G海洋センター、山田B＆G海洋セ
ンター
小見川B&G海洋センター� ☎（82）1000

シングルステニス大会

■日時　7月17日㈰（予備日24日㈰）�
8時30分～　受付8時15分～
■場所　くろべ運動公園テニスコート
■種目　男子・女子シングルス
■定員　男女合わせて30人（先着順）
■参加費　1,000円（高校生以下500
円、当日受付支払い）
6月1日㈬（市外の人は11日㈯）か

ら体育協会佐原支部� ☎（55）0003

国土地理院バスツアー

■対象　小学生以上の市内在住者
（小学生は保護者同伴）
■日時　7月3日㈰　9時（市役所出
発）
■場所　国土地理院「地図と測量の
科学館」、ワープステーション江戸
■定員　45人（先着順）
■参加費　無料（施設内での費用は
自己負担）
■持物　弁当（周辺に飲食施設あり）
6月24日㈮の17時までに（一社）佐

原青年会議所「地図のまち・佐原」バ
スツアー係� ☎（54）2244

はなうえ祭

　マリーゴールドの苗を植えます。
参加者には花の苗をプレゼント。
■日時　6月11日㈯（小雨決行）　
9時～10時30分
■場所　くろべ運動公園艇庫前
黒部川をふるさとの川にする会　
岡本� �☎090（3009）8853

水郷将棋大会

■日時　6月12日㈰　9時～
■場所　佐原中央公民館
■競技方法　Ａ・Ｂ級別の個人戦
（各5回戦）
■参加費　2,000円（昼食付き）
※中学生以下は半額
日本将棋連盟佐原支部　黒田�
�� ☎（54）2831

めぐり茶屋

　小野川沿いで野点を行います。
■日時　6月18日㈯・19日㈰
11時～15時30分
■参加費　一服350円��（和菓子付き）
佐原おかみさん会� ☎080（5455）7577

佐原病院
フェスティバル2016
■日時　6月11日㈯　9時～15時
■場所　県立佐原病院
■内容　健康相談、骨密度測定など
■参加費　無料
県立佐原病院　� ☎（54）1231

市役所ロビーコンサート

■日時　6月15日㈬　12時15分～12時45分
■場所　市役所１階ロビー
■出演　やまゆり混声合唱団（合唱）
生涯学習課� ☎（50）1224

無料相談

無料調停相談会

■日時　6月11日㈯　10時～15時
（予約不要）
■場所　佐原中央公民館3階
■内容　身近なもめごとや悩みごと
佐原調停協会 伊藤� ☎（54）2073

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。
◇6月13日㈪　越川正雄税理士事務
所（佐原イ789）� ☎（52）3790
◇6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

行政書士による
無料相談
■日時　6月16日㈭
◇遺言書下書き実習…13時30分～
（予約不要）
◇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

6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

無料法律相談

■日時　6月15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

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館� ☎（55）1151
○リラの会　絵画展
　6月7日㈫13時～12日㈰16時

佐原文化会館� ☎（55）1161
○佐原高校吹奏楽部定期演奏会　
　6月12日㈰　13時～15時30分
○佐原ウインドアンサンブル定期演奏会　
　6月26日㈰　13時30分～16時10分

いぶき館 ☎（82）1123
○歌粋会チャリティカラオケ大会
　6月5日㈰　9時30分～18時　
○華胡歌謡会チャリティ発表会
　6月26日㈰　9時30分～18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
　6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
　6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
　6月18日㈯　11時～　幼児から大人まで
◇今月の休館日
　�6月6日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪
･30日㈭
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