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募 集
平成29年度　
国税専門官募集
　国税専門官は、国税局や税務署で、
適正・公平な課税を実現し、租税収
入を確保するための事務を行います。
■対象
◇昭和62年4月2日〜平成8年4月1
日生まれの人
◇平成8年4月2日以降生まれで次に
掲げる人
①大学を卒業した人および平成30年
3月までに大学を卒業見込みの人
②人事院が①と同等の資格があると
認める人
■試験日　
◇第1次試験　6月11日㈰
◇第2次試験　7月12日㈬〜19日㈬
のうち指定された日
■受験案内　4月12日㈬まで税務署
や東京国税局、人事院各地方事務局
（所）で配布
※人事院ホームページからもダウン
ロードできます
■申込
インターネット　3月31日㈮9時から
4月12日㈬までに人事院ホームペー

ジから申し込み
http://www.jinji.go.jp/saiyo/

saiyo.htm
郵送・持参　3月31日㈮から4月3日
㈪までに東京国税局へ郵送または持参
佐原税務署総務課� ☎（54）1331

自衛官（幹部候補生）

■対象　年齢は平成30年4月1日現
在のもので、日本国籍を有する人
一般・大卒程度試験
　22歳以上26歳未満の人
※20歳以上22歳未満の人は大卒（見
込み含む）、修士課程修了者など（見
込み含む）は28歳未満
一般・院卒程度試験
　修士課程修了者など（見込み含む）
で20歳以上28歳未満の人
歯科・薬剤科
　専門の大卒（見込み含む）で20歳以
上30歳未満の人（薬剤科は20歳以上
28歳未満の人、細部年齢制限あり）
■受付期間　5月5日㈷まで（必着）
■試験日　5月13日㈯・14日㈰（歯
科・薬剤科は13日のみ）
※試験会場は受け付け時または受験
票交付時にお知らせします
自衛隊千葉地方協力本部成田地域
事務所� ☎0476（22）6275

お知らせ
献血にご協力を
お願いします

■場所・日時
◇小見川市民センター「いぶき館」
3月23日㈭�　10時〜11時45分、
13時〜16時
◇佐原中央公民館　3月29日㈬　
10時〜11時45分、13時〜16時
健康づくり課� ☎（50）1235

小見川駅南定期駐車場の
貸し出し

■対象　普通乗用車、小型自動車お
よび軽自動車で長さ5.3m、幅2mを
超えないもの
■使用料（月額）
◇市内在住・在勤者…3,000円
◇それ以外の人…4,000円
■申請に必要なもの　印鑑、車検証、
免許証などの身分証明書（市内に勤
務する者は社員証など）
都市整備課　� ☎（50）1214

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　3月17日㈮　
13時30分〜15時30分
■場所　市役所3階302会議室
■内容　交流会、次年度の計画
白ゆりの会　髙木� ☎090（7280）3016

シニア従業員の
お仕事説明会ＩＮ香取
　株式会社セブンイレブンジャパンと
共催で、お仕事説明会・相談会を開
催します。　
■対象　おおむね60歳以上の市民
（年齢制限なし）
■日時　3月22日㈬　10時〜11時30分
■場所　佐原中央公民館第4研修室
■定員　30人
■参加費　無料
■申込　電話で商工観光課
� ☎（50）1212
株式会社セブンイレブンジャパン

　� ☎043（274）6511

春の全国火災予防運動

火災から命を守る７つのポイント
■３つの習慣
◇寝たばこは、絶対にやめる
◇ストーブは、燃えやすいものから離
れた位置で使用する
◇ガスコンロなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す
■４つの対策
◇逃げ遅れを防ぐために、住宅用火
災警報器を設置する
◇寝具、衣類およびカーテンからの火
災を防ぐために、防炎品を使用する
◇火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器などを設置する
◇お年寄りや身体の不自由な人を守る
ために、隣近所の協力体制をつくる

国保旭中央病院

　一般病床500床以上の地域医療支援病院では、
特別の定額料金（選定療養費）を負担することが義
務付けられています。旭中央病院も3月1日に地
域医療支援病院の承認を受けたため、下記のとお
り金額が改定されます。

■初診時選定療養費　5,400円
※紹介状を持たずに初診で受診する場合に、保険
診療分とは別に負担する費用
■再診時選定療養費　2,700円
※病状が安定し、旭中央病院がかかりつけ医の紹
介を申し出ても、引き続き同院を受診希望する場
合に、保険診療分とは別に負担する費用

「かかりつけ医」を持ちましょう
　初診時に「かかりつけ医」からの紹介状があ
れば、選定療養費の負担はありません。

選定療養費負担額の変更
問国保旭中央病院　☎0479（63）8111

あなたの広告を載せませんか？

　5月号から、市の広報紙はA4サイズで月1回の発行になります。有料広告も下記の
通り変更しますが、引き続きご活用ください。

移行期間のご案内
　3月15日までに申し込みがあり、3月末までに掲載料が納付可能な場合は、変更前
の長期掲載割引額を適用します。詳細は問い合わせください。
※4月1日号の次は、5月号（1日発行）への掲載となります

問秘書広報課　☎（50）1204

新しい「広報かとり」に

変更前 変更後
広 告 位 置 広報紙（A3）の最下段 広報紙（A4）の最下段
サ イ ズ 縦4.4㎝×横7.4㎝ 変更前と同程度
発 行 回 数 年24回（月2回）1日・15日発行 年12回（月1回） １日発行
掲 載 期 間 半月 1カ月
掲 載 料 金 1枠当たり15,000円 1枠当たり15,000円

長期（複数枠）
掲 載 割 引

同時に� 3枠以上で、13,000円／1枠�
� 6枠以上で、12,000円／1枠�
� 12枠以上で、10,000円／1枠

同時に 6枠以上で、13,000円／1枠 
 12枠以上で、10,000円／1枠

☎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

免疫住宅 ホルミシスハウスに
リフォームしませんか？

壁に天然鉱石を配合した漆喰を塗り込み、お部屋にいる
だけでラドンガスの細胞活性化作用により体質改善！
美容と健康に配慮した今話題の室内空間です！

香取市大根１２７８－２０

笑顔の絶えない健康な住まい

㈱岩澤工務店
0120-142-172

http://www.iwasawa-woody.jp 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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◇3月21日㈫　佐原税理士法人伊藤
事務所（佐原イ340）� ☎（52）6052
※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　3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　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　3月18日㈯　10時〜15時
※奇数月のみ開催
■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　3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

障害年金の無料個別相談会

■対象　障害のある人とその家族
■日時　3月21日、4月18日（毎月第
3火曜日）　13時30分〜16時30分
■場所　成田商工会議所（成田市花
崎町736-62）
■定員　10人程度
NPO法人みんなでサポートちば　

� ☎070（1541）7661

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

火災警報器は、10年を目安に交換を
　設置してから10年以上経過し、電
池が切れている火災警報器は、内部
の電子機器が劣化しているおそれがあ
るため、本体の交換をお勧めします。
香取広域市町村圏事務組合消防本
部予防課� ☎（52）1192

香取健康福祉センター
こころの健康講演会
■日時　3月17日㈮　13時30分〜16
時30分
■場所　香取健康福祉センター
■内容　心の相談カウンセラーによる
「心の病気を持つ人との関わり方」
■定員　50人程度
3月14日㈫までに電話またはファク

スで香取健康福祉センター
☎（52）9161　 （54）5407

佐原信用金庫
事業承継セミナーと個別相談会
■日時　3月8日㈬　13時〜
■場所　佐原信用金庫本店4階
■内容　事業承継とは、事業承継診
断、事業承継の必要性、事業承継計
画の策定、事業譲渡（Ｍ＆Ａ）について
■参加費　無料
佐原信用金庫業務部　
� ☎（54）2125　 （54）0965

かとりの郷福楽園
事務所の移転
　特別養護老人ホームかとりの郷福
楽園の事務所が3月1日から下記の場
所に移転しました。
■場所　内野448－1
かとりの郷福楽園�
� ☎（79）7272　 （79）7315

1056催 し
小見川絵画クラブ・初心者
絵画教室合同作品展
■日時　3月7日㈫〜12日㈰　9時
〜17時（12日は15時まで）
■場所　小見川市民センター「いぶき館」
■展示作品　油絵、水彩画
■入場料　無料
生涯学習課事業推進班� ☎（82）1133
小見川絵画クラブ　小田代　
� ☎090（3437）2528

語るべぇ栗源
絵本の読み聞かせ
■対象　幼児・小学校1〜3年生とそ
の保護者
■日時　3月11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

小見川文化協会写真部
初心者グループ写真展
■日時　3月14日㈫〜19日㈰　9時
〜17時（14日は13時から、19日は
16時まで）
■場所　小見川市民センター「いぶき館」
■入場料　無料
小見川文化協会写真部　黒田
� ☎（83）1520

春季テニス大会

■日時　4月16日㈰（予備日23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・女子ダブルス
■定員　男女合わせて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）
3月1日㈬（ペアの双方が市外の場

合は3月11日㈯）から体育協会佐原
支部� ☎（55）0003

県立水郷小見川少年自然の家
カヌーミニツーリング

■対象　小学生以上のカヌー経験者
※初心者は「やさしいカヌー基礎編（3
月26日㈰開催）」に参加してください
■日時　4月9日㈰　
10時〜16時（小雨決行）
■場所　県立水郷小見川少年自然の
家、桜並木の黒部川
■定員　35人（先着順）
■参加費　700円
※参加費は変わる可能性があります
■持物　着替え、タオル、防寒防水
用雨具、弁当、飲み物、手袋、濡

ぬ
れ

てもいい靴（サンダル不可）
3月9日㈭から県立水郷小見川少

年自然の家� ☎（82）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。
◇3月6日㈪　佐原税理士法人佐藤
公彦（北3-8-6）� ☎（52）2511

3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

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!

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
○佐原公民館祭り
　3月3日㈮9時〜5日㈰16時30分
○写真集団夢現 写真展
　3月7日㈫正午〜12日㈰16時30分
○水友会絵画展
　3月14日㈫13時〜19日㈰16時
○絵画木曜会絵画展
　3月21日㈫13時〜26日㈰16時

佐原文化会館� ☎（55）1161
○佐原公民館祭り　大正琴・民謡・ギター・
　フラダンス・バンド
　3月4日㈯　10時5分〜14時25分
○佐原公民館祭り　コーラス・日本舞踊・
　詩吟、詩舞・バンド
　3月5日㈰　10時5分〜14時30分
○瑠璃の会　舞踊発表会
　3月19日㈰　11時〜20時30分

いぶき館 ☎（82）1123
○小見川絵画クラブ・初心者絵画教室
　合同作品展　
　3月7日㈫9時〜12日㈰15時
○小見川文化協会写真部初心者グループ
　写真展　　
　3月14日㈫13時〜19日㈰16時
○高齢者クラブ連合会芸能祭
　3月17日㈮　10時〜16時
○小見川琴の会演奏会
　3月26日㈰　13時30分〜15時30分
○パッチワーク・ハワイアンキルト
　修了作品展
　3月29日㈬9時〜4月2日㈰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
　3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
　3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
　3月18日㈯ 11時〜　幼児から大人まで
◇今月の休館日
　�3月6日㈪・13日㈪・20日㈷・27日㈪・
31日㈮
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