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募 集
佐原保健センター
清掃作業員
■対象　60歳くらいまでの健康な人
■募集数　1人
■雇用期間　10月1日㈯～平成29
年3月31日㈮
■勤務時間　月～金曜日　9時～正
午または13時～16時（月10日以内、
1日3時間まで）
■賃金　時給890円
■選考方法　面接　
7月15日㈮までに履歴書を持参また

は郵送で健康づくり課� ☎（50）1235

消防職員

■職種　消防職（初級）
■採用予定数　3人
※救急救命士免許取得者または救急
救命士国家試験受験資格取得者およ
び同受験資格を平成28年度に取得
見込みのものを含む
■受験資格　昭和63年4月2日から
平成11年4月1日までに生まれた人で
学歴不問。身長おおむね160㎝以上、
体重おおむね50㎏以上（女性は身長
おおむね155㎝以上、体重おおむね
45㎏以上）、胸囲おおむね身長の2分
の1以上、視力（矯正視力を含む）両
眼0.7以上で一眼0.3以上、色覚正常、

聴力正常、身体が強健であること
■申込書の配布　香取広域市町村圏
事務組合事務局、消防本部、各署所
および市役所、各支所などで配布
7月26日㈫から8月12日㈮（消印

有効）までに申込書に写真を貼り、必
要事項を記入し持参または郵送で消
防本部総務課� ☎（52）1191

お知らせ
公用車購入の見積りを
公募します
■見積り対象　市公用車
■公募できる人　市内に本店または
営業所を有する自動車販売業者
■申込期間　7月1日㈮～14日㈭
■見積書提出日　7月22日㈮
■その他　対象車詳細、見積り参加
資格、見積書提出方法などは、財政
課で配布する公募型見積り合わせ説
明書をご覧ください
財政課� ☎（50）1207

献血にご協力を
お願いします
佐原保健センター　
■日時　7月7日㈭　
10時～11時45分、13時～16時
小見川市民センター
■日時　7月22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　認知症の人を介護中の家族など
■日時　7月15日㈮　13時30分～15時30分
■場所　香取市役所301会議室
白ゆりの会 髙木� ☎090（7280）3016

福祉講演会

■日時　7月19日㈫　13時30分～
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」304研修室
■内容　子どもの貧困の現状と課題
■入場料　無料
7月10日㈰までに中核地域生活支援

センター香取ネットワーク� ☎（50）2800

甲種防火管理者
資格取得講習会
■日時　8月18日㈭･19日㈮　9時50分～
■場所　銚子市市民センター
■定員　150人
■受講料　6,500円
■申込　7月4日㈪・5日㈫にファクス
または持参で千葉県消防設備協会　
� 043（223）6610
香取広域市町村圏事務組合消防本
部予防課� ☎（52）1192���������

購入は千葉県内で
サマージャンボ宝くじ発売
　収益金はまちづくりに役立てます。
■発売期間　7月6日㈬～29日㈮　
■発売方法　宝くじ売場・通信販売
■発売単価　1枚300円
■抽選日　8月9日㈫
（公財）千葉県市町村振興協会
　� ☎043（311）4162

講座・教室

転倒骨折予防教室

■対象　市内在住で65歳以上の人
■参加費　無料
■持物　運動しやすい服装、タオル、
飲み物
佐原保健センター2階和室
■日時　7月27日から9月14日まで
の毎週水曜日　10時～11時30分
※8月10日を除く
■定員　30人（先着順）
小見川市民センター「いぶき館」1階
多目的ホール
■日時　7月27日から9月7日までの
毎週水曜日　13時30分～15時
■定員　50人（先着順）
7月6日㈬の8時30分から電話で高
齢者福祉課� ☎（50）1208

1133ガーデニング・剪
せん

定
てい

教室

■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　7月16日㈯～平成29年3月
4日㈯（全6回）　13時30分～16時
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」ほか
■定員　30人（初めての人優先）
■参加費　内容により実費負担
7月5日㈫から8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

ハワイアンキルト教室
トートバッグ作り
■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　7月20日・27日、8月3日・
17日・24日の水曜日（全5回）　18
時30分～21時（初回のみ18時集合）
■場所　山田公民館
■募集数　20人（最少開催人数10人）
■参加費　4,000円程度（実費負担）
■持物　裁縫道具、鉛筆、定規、ハサミ
7月8日㈮までに山田公民館（月曜

日を除く）� ☎（78）4431

忠敬の地図作りに
プチ・チャレ！

■対象　小学4年生～中学生
■日時　7月30日㈯・31日㈰、8月

コース 期　日 時　間 参加費 持　物
短歌 8月2日㈫・9日㈫・23日㈫

9時30分～11時30分

無料 筆記用具、辞書
パッチワーク 8月3日㈬・10日㈬・17日㈬ 1回1,000～2,000円 鉛筆、定規、裁縫道具一式
俳句

8月4日㈭・18日㈭・25日㈭
無料 筆記用具

写真 無料 デジタルカメラ、筆記用具
書道

8月4日㈭・18日㈭・25日㈭ 14時～16時
無料 書道道具一式（子ども用品可）

絵画 実費負担
（材料費など） 水彩、色鉛筆

華道（未生流）9月13日㈫・20日㈫・27日㈫ 9時30分～11時30分 1回1,000円 はさみ、雑巾華道（小原流）9月22日㈷・29日㈭、10月6日㈭
茶道（表千家）9月22日㈷・29日㈭、10月6日㈭ 10時～正午 1回500円 白い靴下茶道（裏千家） 14時～16時
囲碁

10月13日㈭・20日㈭・27日㈭
9時30分～11時30分 無料

筆記用具
郷土研究 14時～16時 300円

いぶきカルチャー
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

■対象　市内在住・在勤の成人
■場所　小見川市民センター「いぶき館」
■定員　各コース20人
■募集日時　7月7日㈭～16日㈯　9時～17時

講
座

人気の一戸建て貸家 ご入居募集!!
小見川西小前 白井ハイツ第13

おススメポイント
広々3DK 平屋1戸建
お家賃 60,000円

※礼金・更新料 なし！

小学校まで徒歩1分 お子さんも、忙しい親御さんも安心！

敷地内にコインランドリー併設！ 雨の日も乾燥できてふかふか！

千葉交通バス停目の前！（佐原駅・小見川駅へアクセス抜群！）

東関東自動車道 佐原香取インターまで、車で約8分の近さ！

1
2
3
4

■ご入居のお問合せ
　丸神不動産㈱
　☎0478-83-9411

■設計・施行・管理
　合同会社シライ
　☎0478-82-5450

お問合せ・内覧は
お気軽に…

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 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

…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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6日㈯・7日㈰　10時30分～正午
■場所　伊能忠敬記念館第2展示室
■定員　各回10人
■参加費　無料（入館料別途）
7月12日㈫の9時から電話で伊能

忠敬記念館　� ☎（54）1118

やさしい工作教室
シーソー貯金箱

■対象　幼児（3才以上）と保護者、小学生
■日時・場所
◇第1回　7月31日㈰　13時30分
～15時　小見川市民センター「いぶ
き館」3階304研修室
◇第2回　8月20日㈯　14時～15
時30分　佐原中央公民館2階和室
■定員　各20人程度
■参加費　無料
小見川図書館� ☎（80）0511
佐原中央図書館� ☎（55）1343

ウォーキング教室

■日時　7月9日㈯　9時～正午（雨天中止）
■集合場所　小見川市民センター
「いぶき館」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

10001441社会を明るくする運動

街頭パレード
■日時　7月3日㈰　9時45分～（雨天中止）
■出発場所　佐原中央公民館
街頭啓発
◇佐原駅前　�7月1日㈮　7時～
◇市民レガッタ会場　7月3日㈰　11時30分～
◇風土村　7月23日㈯　11時～
社会福祉課　� ☎（50）1209

1209枝豆種まき＆収穫体験

■対象　小学生とその家族
■日時　
◇種まき　7月16日㈯　9時30分～正午
◇収穫　10月中旬予定
■場所　やまとの森（新里）
■定員　15人程度（先着順）
■参加費　300円
■持物　軍手・水筒・水道水（2リッ
トル）、汚れてもよい服装
山田児童館� ☎（78）1050

絵本の読み聞かせ

■対象　幼児・小学校1～3年生と保護者
■日時　7月16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

サマーコンサート

■日時　7月17日㈰　14時開演　
■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
山田公民館� ☎（78）4431

佐原文協祭

■場所・日時
佐原中央公民館
◇美術展（絵画・書道・文学・写真・
技芸・工芸・造景美術・生け花・盆栽）
7月21日 ㈭ ～24日 ㈰　9時 ～17時
（21日は13時から、24日は16時まで）
※生け花展は23日㈯・24日㈰に開催
◇将棋の集い　7月22日㈮　9時～17
時（13時30分からプロ棋士との交流会）

◇囲碁の集い　7月23日㈯　9時～17時
◇茶道の集い　7月24日㈰　10時～15時
佐原文化会館
◇舞踊部　7月21日㈭　9時～20時
◇詩吟部・民謡部・カラオケ部　
7月22日㈮　10時～17時
◇洋舞部　7月23日㈯　10時～正午
◇古典舞踊部　7月23日㈯　14時～17時
◇音楽部　7月24日㈰　13時～17時
佐原文化協会　鈴木� ☎090（6922）1441

お祭りウォーク

■日時　7月16日㈯　9時20分～正
午（雨天決行）
■集合場所　佐原中央公民館前
■参加費　300円（会員無料）
東総歩こう会 小早志� ☎（54）2467

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。
◇7月11日㈪　郷古明子税理士事務
所（北3-11-2）� ☎（52）3960
◇7月25日㈪　大川惣一税理士事務
所（北3-3-6A106）� ☎（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

建築無料相談

■日時　7月9日㈯　10時～15時
■場所　佐原中央公民館
■相談内容　建築に関すること全般
千葉県建築士会香取支部　林
� ☎（55）1012

行政書士による
無料相談

■日時　7月21日㈭
◇遺言書かき方実習…13時～（参加自由）
◇無料相談会…14時～（予約優先）
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」3階
■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　飯田
� ☎（82）1419

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

開放日時 7月21日㈭～8月31日㈬　9時～正午、13時～16時30分

休館日 毎週月曜日　※臨時休館の場合があります

夜間開放 山田Ｂ＆Ｇ海洋センター　18時～21時　※休館日・お盆を除く

料金（半日）
市内在住・在勤・在学…大人200円、高校生以下100円
市外…大人400円、高校生以下200円
※未就学児童は無料

B&G海洋センター
　　 プールがオープン
7月21日㈭～8月31日㈬

※小学3年生以下の児童は成人の同伴が必要。スイムキャップ着用

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! 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

7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

問小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎（82）1000
山田Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎（78）3204
栗源Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎（75）3311

夏だ！プールだ！

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館 ☎（55）1151
○佐原文協祭（美術展）
　7月21日㈭13時～24日㈰16時
○歯と口の健康図画ポスター展
　7月29日㈮～8月7日㈰

佐原文化会館� ☎（55）1161
○渡辺バレエ教室発表会　
　7月3日㈰　13時30分～18時
○佐原文協祭
　7月21日㈭　9時～20時　舞踊発表会
　7月22日㈮　10時～17時　詩吟、民謡、
　カラオケ発表会
　�7月23日㈯　10時～17時　洋舞、古典
舞踊発表会
　�7月24日㈰　13時～17時　音楽発表会
○ヤマハ音楽教室発表会
　7月31日㈰　14時30分～16時

いぶき館 ☎（82）1123
○縁歌清和会カラオケ発表会
　7月24日㈰　10時～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
　7月3日㈰・10日㈰・17日㈰・24日㈰・
　31日㈰　14時～　4歳以上対象
佐原 �わくわくおはなしかい
　7月9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
　7月16日㈯　11時～　幼児から大人まで
◇今月の休館日
　�7月4日㈪・11日㈪・18日㈷・25日㈪･29
日㈮
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