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募 集

自衛官

■応募資格　高卒（見込み含む）で
21歳未満（平成29年4月1日現在）の
日本国籍を有する人
※防衛大学校推薦のみ要学校長推薦
防衛大学校学生（推薦）
◇受付期間　9月5日㈪～8日㈭
◇試験期日　9月24日㈯・25日㈰
防衛大学校学生（総合選抜）
◇受付期間　9月5日㈪～8日㈭
◇試験期日　9月24日㈯
防衛大学校学生（前期）
◇受付期間　9月5日㈪～30日㈮
◇試験期日　11月5日㈯・6日㈰
防衛医科大学校医学科学生
◇受付期間　9月5日㈪～30日㈮
◇試験期日　10月29日㈯・30日㈰
防衛医科大学校看護学科学生
◇受付期間　9月5日㈪～30日㈮
◇試験期日　10月15日㈯
自衛隊千葉地方協力本部　成田地
域事務所� ☎0476（22）6275

お知らせ
献血にご協力を
お願いします

■日時　9月30日㈮�
10時～11時45分、13時～16時
■場所　市役所
健康づくり課� ☎（50）1235

国民年金保険料
「５年の後納制度」
　過去5年以内に納め忘れた国民年
金保険料を納付することで将来の年
金額を増やすことができる「後納制
度」が平成30年9月30日まで利用で
きます。なお、老齢基礎年金の受給
者は、後納制度の利用はできません。
国民年金保険料専用ダイヤル
� ☎0570（011）050
佐原年金事務所� ☎（54）1442

犬猫の不妊去勢手術費用の
一部助成（動物愛護週間中）

■助成額　5,000円（1世帯につき1
頭のみ。応募者多数の場合は抽選）

※手術と同時にマイクロチップを装着
する場合は、1,000円の助成あり
■申込　9月20日㈫から26日㈪ま
でに所定の往復はがきで。応募用
紙は（公社）千葉県獣医師会のホーム
ページからダウンロードするか、同獣
医師会会員の動物病院にあります。
（公社）千葉県獣医師会
� ☎043（232）6980
（公財）千葉県動物保護管理協会
� ☎043（214）7814

危険物取扱者試験

■種類　甲種・乙種（全類）・丙種
■試験日　11月27日㈰
■試験会場　千葉科学大学（銚子市）
■受付期間
◇書面受付　9月23日㈮～10月17日㈪
◇電子受付　9月20日㈫～10月14日㈮
http://www.shoubo-shiken.or.jp

■願書配布場所　香取広域市町村圏
事務組合消防本部予防課、消防署、
分署、分遣所、出張所
〒260-0843　千葉市中央区末広
2-14-1　消防試験研究センター千葉
県支部� ☎043（268）0381
試験に伴う受験者講習会
■期日　10月20日㈭
■場所　匝瑳市民ふれあいセンター
（匝瑳市）
9月26日㈪から30日㈮までに香取

広域市町村圏事務組合消防本部予防
課� ☎（52）1192

講座・教室
ものづくり体験

（羊毛フェルト）
■対象　18歳まで
■日時　9月11日㈰　13時30分～16時
■場所　山田児童館
■内容　ストラップ・マスコット作り
■参加費　300円程度
山田児童館� ☎（78）1050

佐原中央公民館短期教室

■対象　市内在住・在勤の成人
■受付日時　9月6日㈫～18日㈰（月
曜日を除く）　8時30分～16時30分
■定員　各教室20人
■申込方法　佐原中央公民館に設置
している申込書に必要事項を記入し
窓口に提出
■教室・日時・参加費
大人のぬり絵入門教室（色えんぴつ）
◇日時　10月～12月までの日曜日

（全5回）　13時30分～15時
◇参加費　500円（教材費など含む）
お菓子づくり教室
◇日時　10月～12月までの土曜日
（全3回）　13時～15時
◇参加費　3,000円（教材費など含む）
佐原中央公民館　� ☎（55）1151

ピラティス教室

■対象　市内在住・在学・在勤者
■日時　10月5日・12日・19日・26日
の水曜日（全4回）　19時～20時30分
■場所　市民体育館武道場
■定員　40人（先着順）
■参加費　1,500円（保険料含む）
9月8日㈭の8時30分から電話で生
涯学習課� ☎（50）1221

1133ロコモ予防チャレンジ教室

■対象　40歳から64歳までの市民
で4日間参加できる人
■日時　10月6日・13日・20日・27
日の木曜日　13時30分～15時30分
■場所　佐原保健センター
■内容　ロコモ（骨・関節・筋肉など
の運動器の働きが衰えること）対策の
講話、運動実技
■定員　30人（先着順）
■参加費　無料
佐原保健センター� ☎（50）1235

子どもピンポン教室

■対象　市内小学4年生から中学2
年生までの児童とその保護者
■日時　10月13日から11月17日ま
での毎週木曜日（11月3日㈷を除く全
5回）　19時30分～21時（初回のみ
19時から）
■場所　小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター
■定員　30人（先着順）
■参加費　500円
9月22日㈷までに小見川スポーツ・

コミュニティセンター� ☎（83）0101

はじめての絵手紙教室

■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　10月14日・28日、11月18
日、12月9日・23日の金曜日（全5回）
9時30分～11時30分
■場所　山田公民館
■定員　20人（最少開催人数5人）
■参加費　8,000円（絵手紙セット代）
■持物　筆を拭く布、筆を洗う容器
9月16日㈮までに山田公民館（月

曜日を除く）　� ☎（78）4431

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
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参加者募集  

■日時　10月9日㈰　8時50分～15時
■場所　小見川スポーツ・コミュニティセンター、
小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター、水郷小見川少年自然の家
■申込期限　9月22日㈷まで
事前申込種目
◇ヘルスバレーボール…小学生の部（4～6年生）、一般
の部（中学生以上）
◇水郷ふれあい駅伝…小学生の部（4～6年生）、中学生
の部、一般の部（高校生以上）
◇親子マラソン…小学生の親子
◇ターゲットバードゴルフ…男子の部、女子の部
当日申込種目　
◇ストラックアウト…小学生以下の部、一般の部（中
学生以上）
◇キックターゲット…小学生以下の部、一般の部（中
学生以上）
◇ダーツ…小学生以下の部、一般の部（中学生以上）
◇輪投げ…小学生以下の部、一般の部（中学生以上）
◇カヌー体験…小学校4年生以上

小見川スポーツ・コミュニティセンター　 ☎（83）0101

スポーツフェスタ
小見川

…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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プリザーブドフラワー
アレンジメント教室
■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　10月20日㈭・27日㈭（全2回）
 14時～16時
■場所　山田公民館
■定員　15人（最少開催人数5人）
■参加費　6,000円程度（教材費含む）
■持物　万能ばさみ、ニッパ・ペンチ、
花ばさみ（持っている人）

9月2日㈮から8日㈭までに山田公
民館（月曜日を除く）　 ☎（78）4431

市民テニス講座

■対象　小学生以上
■日時　9月25日㈰　9時～正午　
受付8時45分～
■場所　くろべ運動公園テニスコート
■内容　コーチングスタッフによるテ
ニスレッスン
■定員　30人（先着順）
■参加費　 1,000円（当日支払い）

体育協会佐原支部　 ☎（55）0003

初級手話講習会

■日時　9月20日㈫から（全10回）　
19時～21時
■場所　佐原中央公民館
■定員　30人
■参加費　無料

9月12日㈪までに社会福祉協議会
本所　 ☎（54）4410　 （54）4797

地域包括ケアシステム・
生活支援の担い手養成研修会
■対象　おおむね60歳以上で掃除・
ゴミ出しなどの生活支援ができ、2日
間受講できる人
■日時　9月26日㈪・27日㈫　13時～
受付12時30分～
■場所　小見川社会福祉センター「さ
くら館」
■定員　40人
■参加費　無料

社会福祉協議会本所 ☎（54）4410

1056催 し

10001441道の駅くりもと紅小町の郷
「創業祭」
■期日　9月10日㈯・11日㈰（荒天
時は17日㈯・18日㈰に延期）
■内容　おにぎりやお餅の配布、梨・
ブドウや地元新鮮野菜の特売会、新
サツマイモの蒸かし芋食べ比べなど

参加・体験イベント
さつまいも掘り大会（10日・11日）、
さつまいも掘り・落花生掘り（随時受
付）、ニジマス釣り
ステージイベント
かかし祭りコンテストの表彰式（11
日）、じゃんけん大会

道の駅くりもと紅小町の郷
　 ☎（70）5151

1209新米フェア

　香取市産米のPRとして、新米の無
料配布や、メニューを提供します。
■場所・期日
◇道の駅くりもと紅小町の郷
9月10日㈯・11日㈰
◇道の駅水の郷さわら
9月24日㈯・25日㈰
※市内協力飲食店…新米コシヒカリの
提供（店頭の新米フェアのぼり旗が目印）

商工観光課  ☎（79）0707

小野川に下座舟

■日程　9月11日㈰…新和下座連、
9月18日㈰…分内野下座連、9月19
日㈷…佐原囃子連中、9月25日㈰…
野田芸座連
※内容を変更する場合があります
■時間　11時～、13時30分～
■場所　小野川（樋橋～新橋）
※雨天時は佐原町並み交流館

商工観光課  ☎（50）1212

市民登山ハイキング

■対象　市内在住・在学・在勤の健
脚な人
■期日　10月16日㈰・17日㈪　1泊2日
■場所　那須三本槍岳（高雄温泉）
■定員　40人（先着順）
■参加費　12,000円（保険料を含む）
■申込　9月11日㈰の8時30分から
10時までに参加費を添えて市役所1階
受付に申し込み（電話不可）
※1人で4人まで申し込み可

生涯学習課　 ☎（50）1221

空の日フェスティバル

成田空港イベント
■日時　9月19日㈷　10時30分～
16時40分

■場所　成田空港第2旅客ターミナ
ルビル前中央広場
■内容　ステージイベント、特別ゲ
スト、お楽しみ抽選会、キャラクター
ショー

成田国際空港㈱ ☎0476（34）5404
航空科学博物館イベント
■日時　9月18日㈰・19日㈷
10時～17時
◇18日㈰　地元物産販売、じゃんけ
ん大会、こども模型飛行機教室、キャ
ラクターショー
◇19日㈷　地元物産販売、ブーメラ
ン製作教室

航空科学博物館 ☎0479（78）0557

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。
◇9月12日㈪　森蓁税理士事務所

（佐原イ607） ☎（52）2308
◇9月26日㈪　八幡寛史税理士事務
所（銚子市桜井町255-2）
 ☎0479（30）1131
※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　9月15日㈭
◇遺言書かき方実習…13時30分～

（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

建築無料相談

■日時　9月17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

無料法律相談

■日時　9月21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

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

■ご入居のお問合せ

丸神不動産㈱
　　　 　　　☎83-9411

■設計・施行・管理
合同会社 シライ
　　　　　　　☎82-5450

入  居  者  募  集
小
見
川
西
小
学
校
前

礼金
更新料
なし

白井ハイツ　第13
★エアコン・ウォシュレット完備
★戸建　3DK

60,000円

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

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館� ☎（55）1151
○香取科学工夫作品・論文展　
　9月9日㈮～14日㈬15時
○鹿島水墨画会��水墨画展
　9月16日㈮13時～18日㈰16時
○彩友会　絵画展
　9月27日㈫13時～10月2日㈰16時

佐原文化会館� ☎（55）1161
○佐原地区敬老会　
　9月11日㈰　9時30分～11時45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
　9月4日㈰・11日㈰・18日㈰・25日㈰
　14時～　4歳以上対象
佐原  わくわくおはなしかい
　9月10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
　9月17日㈯　11時～　幼児から大人まで
◇今月の休館日
　 9月5日㈪・12日㈪・19日㈷・23日㈮・

26日㈪・30日㈮
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