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募 集

自衛官

■応募資格　年齢は平成29年4月1
日現在で、日本国籍を有する人
自衛官候補生（男子）
◇資格　18歳以上27歳未満の男子
◇試験日　受け付け時にお知らせ
自衛官候補生（女子）
◇資格　18歳以上27歳未満の女子
◇試験日　9月23日㈮～27日㈫のうち1日
一般曹候補生
◇資格　18歳以上27歳未満の人
◇試験日　9月16日㈮・17日㈯のうち1日
航空学生
◇資格　21歳未満の高卒者（見込み
含む）
◇試験日　9月22日㈷
■受付期限　9月8日㈭まで
※自衛官候補生（男子）のみ通年
自衛隊千葉地方協力本部成田地域
事務所� ☎0476（22）6275

｢かむ子・のびる子・元気な子｣
料理コンクールメニュー
■内容　「健康かみかみ弁当」をテー
マに、千葉県の農水産物を使い、1
人分500円前後の食材でよくかんで
味わえる子ども向けの献立を募集（未
発表の作品に限る）。
9月16日㈮までに応募票で申し込み

（応募票は、千葉県歯科衛生士会事
務局にファクスで申し込むか、ホーム

ページからダウンロード）
（一社）千葉県歯科衛生士会
� 043（241）9903

成田空港周辺地域の共栄に
つながる協働事業
■対象　成田空港周辺地域の振興に
つながる次のうち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　平成29年4月1日～平
成30年3月31日
■選定数　合計2事業（１団体１事業）
■助成額　1事業に対し100万円以下
9月30日㈮までに成田空港地域共

生共栄会議� ☎0479（85）7715

お知らせ

原子爆弾被爆者へ見舞金

　市では、原子爆弾被爆者に見舞金
を送ります。
■申請に必要なもの　原子爆弾被爆
者手帳、印鑑、本人名義の銀行口座
※昨年度申請者には、申請書を送付
します
8月31日㈬までに社会福祉課
　� ☎（50）1209

原爆被爆者二世健康診断

　県では原爆被爆者二世に対する健
康診断を実施します。
■対象　原子爆弾被爆者の実子で県
内に住所を有する受診希望者
■実施期間　平成29年2月28日㈫
まで
■記入事項　受診希望者の郵便番号・
住所・氏名・生年月日・電話番号と被
爆者である親の郵便番号・住所・氏名・
被爆者健康手帳番号
平成29年1月31日㈫までに必要事

項を記入し、封書で　〒260-8667���
千葉市中央区市場町1-1　県健康福
祉指導課� ☎043（223）2349

献血にご協力を
お願いします
■日時　8月25日㈭　�
10時～11時45分、13時～16時
■場所　佐原中央公民館
健康づくり課� ☎（50）1235

個人事業税　第1期は
8月31日㈬までに納付を
　個人事業税第1期分の納期限は8
月31日㈬です。納税通知書は8月中
旬に送付しますので、早めに最寄り
の金融機関などで納めてください。
　個人事業税の納税は、口座振替を
利用すると便利です。
香取県税事務所� ☎（54）1314

8月は道路ふれあい月間

「道きれい そんな所は人きれい」
　道路は、生活に欠かせない施設です。
　共有財産である道路を、気持ちよ
く通れるよう美しく安全に保ち、次世
代に受け継いでいきましょう。
土木課� ☎（50）1215

8月は食中毒予防強調月間

◇食品を扱うときには、手を洗ってか
ら清潔な場所で
◇冷蔵庫の温度は10℃以下に
◇弁当を作るときは、傷みやすいもの
は避け、十分に冷やしたものを
香取健康福祉センター（香取保健

所）� ☎（52）9161�����������

北方領土返還運動
全国強調月間
　8月と2月は「北方領土返還運動全
国強調月間」です。北方領土の返還
実現のためには、粘り強い外交交渉

を支える幅広い国民世論が重要です。
　私たち一人ひとりがこの問題を理
解し、世論の輪を広げましょう。
内閣府北方対策本部� ☎03（5253）2111

講座・教室

リンパセラピー教室Ⅱ

■対象　市内在住・在勤の成人女性
（初めての人優先）
■日時　8月23日、9月6日・27日、
10月4日・11日・18日の火曜日（全
6回）　13時30分～15時30分
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」1階多目的ホール、304研修室
■内容　滞ったリンパの循環を改善
■定員　30人（最少開催人数10人）
■参加費　300円
■持物　ヨガマット、筆記用具、飲
み物
■服装　動きやすい服装、運動靴
8月3日㈬から6日㈯の9時から17

時までに電話または直接、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

ヨガ教室

■対象　市内在住・在学・在勤者
■日時　9月1日・8日・15日・22日
の木曜日（全4回）
19時～20時30分
■場所　香取市民体育館武道場
■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）
8月9日㈫の8時30分から電話で生
涯学習課　� ☎（50）1221

1133危険物取扱者保安講習

■期日　10月14日㈮
■場所　千葉県東総文化会館（旭市
ハ666番地）
■受付期間　8月22日㈪～26日㈮
香取広域市町村圏事務組合消防本
部予防課� ☎（52）1192

夏休み親子陶芸教室
陶芸作品展
夏休み親子陶芸教室
■対象　小学生とその保護者
■日時　8月9日㈫　10時～12時30分
■場所　県生涯大学校東総学園（銚
子市台町2203）
■内容　粘土でマグカップ作り
■定員　28人

　小見川駅前通りを歩行者天国にし、ステージでは各種団体のアト
ラクションや「小見くじ抽選会」を開催します。
■日時　8月20日㈯　15時～20時（通行止めは正午から21時まで）
■場所　小見川駅前通り（駅前信号～国道356号線交差点）
ステージイベント　ダンスサークル発表、大道芸人、カトレンジャー
Ｚショー、オミザイルなど

問小見川はんなり市実行委員会
（香取市商工会内）�☎（82）3307

は ん な り 市

…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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女性医師による皮膚科診療を始めました！

ご予約は、栗源病院 ☎0478-70-5121まで

かぶれ・湿疹・じんましん・水虫・いぼ
おでき・やけど・うおのめ・たこ・巻き爪等

対応可能
疾患

診療日／毎週火曜日　午前:１０時～１１時３０分　午後:１４時～１６時30分
　　　　第３土曜日　午前：  ９時～１１時３０分

お子さんからお年寄りまで、皮膚疾患はもちろん、
　　　　　巻き爪等の形成外科疾患もご相談下さい。

内科・リハビリテーション科・皮膚科　〒287-0107  香取市助沢832-1

一度ご来院されると、次回よりお電話でご予約ができます。 菊池先生

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
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　親子2人1,000円（子ども
1人追加ごとに500円）
陶芸作品展
■日時　8月4日㈭～7日㈰　
10時～16時（7日は15時まで）
■場所　銚子市市民センターホワイ
エ2（銚子市小畑新町7756）
■入場料　無料
8月5日㈮までに県生涯大学校東総
学園� ☎0479（25）2035

1056催 し
関東学生カヌースプリント
選手権大会
　

　学生たちによる熱い戦いが今年も
本市で開催されます。
■期間　8月5日㈮～8日㈪
■場所　黒部川特設カヌー場（黒部
大橋下流）
小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター
� ☎（82）1000

おはなし会

　読み聞かせボランティア「黒ねこの
タンゴ」によるお話し会です。
■対象・日時
◇幼児　8月10日㈬　10時～11時
◇小学生　8月10日㈬　14時～14時40分
■場所　山田児童館
山田児童館� ☎（78）1050

1000流しそうめん

■対象　幼児～小学生、その家族
■日時　8月28日㈰　9時30分～
13時（雨天中止）
■場所　山田児童館
■内容　そうめん台作り、流しそう
めん、かき氷
■定員　70人程度
■参加費　大人200円、子ども100円
■持物　お椀、箸、乾そうめん
（大人1人200g、子ども1人100g）
山田児童館� ☎（78）1050

1231B&Gカヌー体験会

■対象　市内の小学4～6年生
■日時　9月4日㈰　13時～16時30分
■場所　中台運動公園プール（成田
市中台5丁目2番地）
■内容　カヌー、水辺の安全教室
■定員　20人（先着順）　
■参加費　無料
8月10日㈬から28日㈰までに小見

川Ｂ＆Ｇ海洋センター� ☎（82）1000

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
■場所・日時
◇佐原町並み交流館2階　
8月15日、9月5日、10月17日、11
月21日の月曜日　16時～17時30分
◇佐原商工会議所3階
12月9日㈮　10時～正午
■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

ミックスダブルステニス
大会
■日時　9月4日㈰（予備日なし）
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　ミックスダブルス
■定員　24ペア（先着順）
■参加費　ペアで2,000円（高校生
以下1人500円、当日受付支払い）
8月2日㈫（ペアの双方が市外の場

合は13日㈯）から体育協会佐原支部
　� ☎（55）0003

小見川吹奏楽団
定期演奏会
■日時　8月28日㈰　13時30分～
15時30分　開場13時
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」多目的ホール
■曲目　シェイクスピア　ピクチャーズ、
ＮＨＫ大河ドラマ真田丸メインテーマほか
■入場料　無料
小見川吹奏楽団　八本　
� �☎090（1730）1971

県立中央博物館大利根分館
「妖怪になった動物たち」
　房総の妖怪伝説などに登場する動
物たちを標本やパネルで紹介。
■日時　8月28日㈰まで　9時～16

時30分（月曜日は休館）
■入館料　一般…200円、高校・大
学生…100円
※中学生以下・65歳以上は無料
県立中央博物館大利根分館
� ☎（56）0101

県立水郷小見川少年自然の家
プラネタリウム一般公開
■日時　8月7日㈰　10時～11時、
11時10分～12時10分
※受け付けは各回30分前から
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■内容　惑星と夏の星座の解説
■定員　各回160人（申込不要）
■参加費　無料
県立水郷小見川少年自然の家
� ☎（82）1343

県立水郷小見川少年自然の家
やさしいカヌー基礎編
■日時　8月7日㈰　12時45分～15時
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■内容　カヌーの基礎
■定員　200人（申込不要）
■参加費　無料
■持物　着替え、タオル、ぬれても
いい靴（ビーチサンダル不可）
県立水郷小見川少年自然の家
� ☎（82）1343

県立東庄県民の森
森のアトリエ2
■日時　8月7日㈰　10時～15時
■場所　県立東庄県民の森
■内容　森カフェごはん作り、野菜
スタンプでエコバッグをデザイン
■定員　20人程度
■参加費　1,200円
■持物　エプロン、三角巾、タオル、飲み物
県立東庄県民の森管理事務所　
� ☎（87）0393

無料相談
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。
◇8月22日㈪　岩立和雄税理士事務
所（岩ヶ崎台21-3）� ☎（54）1987
◇8月29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

8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

行政書士による
無料相談
■日時　8月25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

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館� ☎（55）1151
○佐原美術会　美術展
　8月30日㈫正午～9月4日㈰16時

佐原文化会館� ☎（55）1161
○ピアノ発表会　
　8月7日㈰　13時30分～16時

いぶき館 ☎（82）1123
○小見川高等学校吹奏楽部定期演奏会
　8月14日㈰　13時30分～15時30分　
○小見川吹奏楽団定期演奏会
　8月28日㈰　13時30分～15時30分

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
　8月7日㈰・14日㈰・21日㈰・28日㈰
　14時～　4歳以上対象
佐原 �わくわくおはなしかい
　8月13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
　�8月20日㈯・27日㈯　11時～
　幼児から大人まで
◇今月の休館日
　�8月1日㈪・8日㈪・12日㈮・15日㈪・
22日㈪・29日㈪
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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
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!


