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募 集

予備自衛官補

■対象　
◇予備自衛官補（一般）　18歳以上
34歳未満の人
◇予備自衛官補（技能）　18歳以上
で国家資格などを持つ人（資格により
53～55歳未満）
※年齢は平成29年4月1日現在のも
ので、日本国籍を持つ人
■受付期間　4月上旬まで（予定）
■試験日　4月中旬（予定）
※詳細は決定次第千葉地方協力本部
ホームページなどでお知らせします
自衛隊千葉地方協力本部成田地域
事務所� ☎0476（22）6275

香取広域市町村圏事務組合
技能労務職員（正職員）
■対象　45歳までの心身ともに健康な人
■業務内容　一般廃棄物処理施設の
運転管理業務など
■勤務場所　採用決定後に通知
■募集数　1人
■採用予定日　平成29年4月1日

■試験日　3月上旬
■試験内容　作文・個別面談
■申込　2月7日㈫から17日㈮まで
に申込書を郵送または持参で�〒289-
0407�仁良300-1　香取広域市町村
圏事務組合（山田支所内）
※申込書は同組合事務所で配布
香取広域市町村圏事務組合
� ☎（78）1181

市役所ロビーコンサート
出演者
　気軽に音楽に親しむ機会を設け、
音楽文化の振興を目的とするロビー
コンサートの出演者を募集します。
■対象　市内在住・在勤・在学の音
楽愛好家（個人・団体を問わない）
※応募多数の場合は選考
■日時　原則として第4水曜日（4月
から平成30年3月までの毎月1回）
12時15分～45分
■場所　市役所１階ロビー
■出演料　無料
■申込　2月28日㈫までに申込書を
持参し、生涯学習課
※申込書は生涯学習課窓口に設置の
ほか、市ホームページからダウンロー
ドできます
生涯学習課� ☎（50）1224

12241224お知らせ
学校施設開放の利用説明会
開催場所の変更
　1月15日号に掲載した佐原地区説
明会の会場を下記に変更します。
佐原地区
■日時・場所　2月21日㈫� 15時～
香取市民体育館1階アリーナ
生涯学習課� ☎（50）1221

献血にご協力を
お願いします
■日時　2月10日㈮� 13時30分～16時
■場所　山田支所
健康づくり課� ☎（50）1235

国民年金保険料の
2年前納が始まります �

　4月から現金（納付書）による任意
の月から翌年度末までの保険料の前
払いが可能になります。最大で4月分
から翌々年3月分までの24カ月分の
前納ができます。希望者は年金事務
所へ申出書の提出が必要となります
ので問い合わせください。
佐原年金事務所� ☎（54）1442

2月・3月は
サイバーセキュリティ月間
サイバーセキュリティのポイント
◇ウィルス対策ソフトを導入

◇パソコンやスマートフォンのOSやソ
フトウェアは常に最新の状態に
◇ログインID、パスワードは他人に
教えない
◇不審なメールや添付ファイルに注意
総務課� ☎（50）1202

1056催 し

バレンタインチョコづくり

■対象　小学生
■日時　2月11日㈷ 13時～15時30分
■場所　山田
児童館
■定員　24人
■参加費　600円
■持物　エプロン、三角巾、上履き
山田児童館　� ☎（78）1050

1231バブちゃんサロン
幼児教室音楽会
■対象・日時
◇バブちゃんサロン　0歳～1歳6カ
月の乳幼児とその家族・妊婦　
2月14日㈫　10時～11時
◇幼児教室　幼稚園・保育所入園前
の子どもとその家族　
2月15日㈬　10時～11時
■場所　山田児童館
■内容　クラリネットやフルートの生
演奏
■参加費　無料
山田児童館　� ☎（78）1050

里神楽体験会

■対象　市内在住の小学生
■日時　2月19日㈰　14時～15時
■場所　新里コミュニティセンター
（新里974）
■講師　新里芸能保存會
■定員　10人
■参加費　無料
2月10日㈮までに電話または直接�

生涯学習課� 　　�☎（50）1224

駅からハイキング

■期間　3月11日㈯～18日㈯
■受付時間　9時～11時30分（申込

入居者募集!!
小見川西小学校プール前

諏訪アパート 3号棟

46,000円
香取市内野

家 

賃

■お問合せ

丸神不動産㈱ ☎83-9411
■設計・施工・管理

☎82-5450合同会社 シライ

売　地
●市立小見川
　西小学校正門前 
●地目
　雑種地(無指定) 
●面積
　約246坪(分割可) 
●価格
　相談応

■BT/エアコン付/浴追い焚き
■和6/和4.5/洋4.5/K4.5
■小学校・郵便局・徒歩1分

戸建

生涯学習フェスティバル 人材バンクいろいろ体験フェア
■日時　2月12日㈰　12時30分～17時
■内容　ステージ発表
■出演　栗源小学校、HIDEKI NUMBER、鹿

ろく
連
れん
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、佐原ハーモニー、扇島芸座連、和太鼓舞
まい

華
か

、佐
原太極拳倶楽部、マイレ本間フラスクール上野フラ
グループ、おみがわブラスクインテット、佐原高校
音楽部、おみが和よさこい会“和

わ
気
き

藹
あい

藹
あい

”

■日時　2月12日㈰　12時30分～16時
■内容　ベーゴマ・こま・けん玉体験、まが玉作り、
ラミネート下じき、折り紙体験、マジックバルーン、
手作りゲーム、ナンプレ、お楽しみスタンプラリー
など
■参加費　無料（一部材料費負担有り）
人材バンクボランティア募集　登録していただける
人を随時募集しています。詳細は生涯学習課まで

問生涯学習課�☎（50）1224

小見川市民センター
「いぶき館」で

��同時開催

☎50－5700

香取市木材協同組合
香取市産木材香取すぎを使いましょう香取市産木材香取すぎを使いましょう
地産地消、CO2削減、循環型経済形成のため

katorisugi
香取駅すぐ・津宮小前

ファミリークリニック

0478-50-5511
HP：香取医院

香 取 医 院
内科／小児科　
消化器内科
漢方内科／皮膚科

診療日
月・火・水・金・（経鼻内視鏡） 土・
日曜午前中

…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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0816 佐原ハ4500 大利根分館
①参加希望者名（最大5人まで）・年
齢・性別、代表者名・住所・電話番
号、②希望日時（希望日、午前・午後、
もしくはどちらでも可）

県立中央博物館大利根分館　　　
 ☎（56）0101 

県立東庄県民の森
キノコ栽培体験（シイタケ）

■日時　2月19日㈰　9時30分～11時
■場所　県立東庄県民の森
■内容　原木にシイタケを駒打ちし、
自宅で栽培
■定員　20組程度（先着順）
■参加費　1,500円（原本2本含む）
■持物　軍手、持ち帰り用の箱

県立東庄県民の森 ☎（87）0393

1343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。
◇2月6日㈪　佐原税理士法人佐藤
公彦（北3-8-6） ☎（52）2511
◇2月20日㈪　岩立和雄税理士事務
所（岩ヶ崎台21-3） ☎（54）1987
税理士記念日行事
◇2月23日㈭　佐原税理士法人佐藤
公彦（北3-8-6） ☎（52）2511
※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

行政書士会による
無料相談

■日時　2月16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　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

境界・表題登記の無料相談

■日時　2月22日㈬　10時～15時
■場所　千葉地方法務局香取支局
■相談内容　境界・表題登記に関す
ること

土地家屋調査士会香取支部　篠塚 
 ☎（82）2855

不要）
■受付場所　佐原駅前観光案内所

（駐車場なし）
■コ ー ス　JR佐原駅→水の郷さわら
→町並み（雛めぐり）→山車会館→観福
寺→伊能忠敬記念館→JR佐原駅（約
8.5km）
■参加費　無料

駅からハイキング事務局 
 ☎03（5719）3777
商工観光課 ☎（50）1212

KIFA国際交流パーティー
2017

　外国人の皆さんと日本文化の体験
を通じて交流しませんか。
■日時　3月19日㈰　11時～15時
■場所　佐原商工会議所4階大ホール
■内容　日本語スピーチ大会、日本
文化体験（お茶、書道、餅つき、ち
ぎり絵）、抽選会
■定員　50人（先着順）
■参加費　300円（小学生以下無料）

3月15日㈬までに電話で香取市国
際交流協会事務局（市民協働課内）
  ☎（50）1261

母子・父子で一緒に
お出かけしませんか

■対象　ひとり親家庭の親子（保護者
と3歳以上の未成年の子）
※6歳未満はチャイルドシートを持参
■期日　3月26日㈰
■場所　上野動物園（東京都台東区）
■定員　60人（初めての人優先。応
募多数の場合は抽選）
■参加費　無料（弁当は各自用意）
■申込　2月11日㈷までに、はがき

（家族ごと）に参加者全員の住所・
氏名・性別・生年月日・電話番号・
ひとり親家庭事業参加希望と記入し、
〒287-8501 児童母子相談室ひとり
親家庭事業係
※該当者には3月11日㈯までに通知
します

児童母子相談室 ☎（50）1121

九十九里ホーム
ふれあいギャラリー

　お年寄りや障害のある人たちがク
ラブ活動や趣味を通じて作り上げた
工作・習字・絵画などを展示します。
■期間　2月6日㈪まで
■場所　九十九里ホーム山田特別養
護老人ホーム

九十九里ホーム山田特別養護老人
ホーム ☎（70）7171

ボーイスカウト体験集会

　野外クッキングや楽しいゲームを体
験してみませんか！
■対象　幼稚園・保育園の年長園児、
小学1・2年生
■日時　2月19日㈰　10時～11時30分
■場所　香取神宮神徳館
■参加費　無料

香取神宮　香田・椎名・佐川 
 ☎（57）3211

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　2月5日㈰　10時～11時　
受付9時30分～
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■内容　南半球の星座の解説
■参加費　無料

県立水郷小見川少年自然の家
 ☎（82）1343

気分は平安貴族 
十
じゅうにひとえ

二単と束
そく

帯
たい

の試着
　平安装束で変身してみませんか。
■対象　身長145㎝以上の男女 
■日時　3月4日㈯・5日㈰　
10時～正午、13時30分～16時  
■場所　県立中央博物館大利根分館
■定員　午前4組、午後5組（各組5
人まで。応募多数の場合は抽選）
■参加費　1人500円  
■申込 　2月20日㈪までに往復は
がきに次の①、②を記入し、〒287-

２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

 日 月 火 水 木 金 土

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

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! 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

講談社

全国訪問
 おはなし隊

■対象　幼児から小学校低学年
■日時　2月18日㈯　10時30分～11時35分
■場所　山田児童館
■内容　キャラバンカーの絵本の自由閲覧、絵本の読み聞かせと紙しばい
■参加費　無料

550冊以上の

絵本を載せた

キャラバンカーが

やってきます。

問山田児童館　☎（78）1050

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館 ☎（55）1151
○郡市小学校家庭科作品展、中学校技術・
　家庭科作品展
　2月2日㈭9時～8日㈬正午
○香墨会書道展
　2月14日㈫正午～19日㈰16時
○全日本写真連盟北総支部写真展
　2月21日㈫正午～26日㈰16時

佐原文化会館� ☎（55）1161
○確定申告広報イベント
　2月11日㈷　10時30分～15時
○社会福祉大会
　2月21日㈫　13時30分～16時
○ヤマハ音楽教室エレクトーン発表会
　2月26日㈰　9時30分～16時

いぶき館 ☎（82）1123
○生涯学習フェスティバル
　2月12日㈰　12時30分～17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
　2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
　2月11日㈷　13時30分～　乳幼児から
　大人まで
小見川  えほんのじかん
　2月18日㈯　11時～　幼児から大人まで
◇今月の休館日
　 2月6日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪・

28日㈫
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