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募 集
臨時職員
歯科衛生士
■募集数　1人
■雇用期眼　平成29
年3月31日まで
■勤務日時　月～金
曜日　8時30分～17
時15分 
■業務内容　乳幼児健診や小学校
歯みがき指導などの健康教育・相談、
事務作業など
■賃金　時給1,100円
■選考方法　書類選考、面接

4月18日㈪までに履歴書を持参ま
たは郵送で〒287-8501 健康づくり
課 ☎(50)1235

国保小見川総合病院
医療事務員
■対象　診療情報管理士資格のある
人、または診療報酬請求業務経験者
■採用予定数　1人
■任用予定　平成28年5月1日
■勤務時間　8時30分～17時15分

■選考方法　書類審査、面接
4月15日㈮までに履歴書（写真貼

付）を持参または郵送で〒289-0332 
南原地新田438　国保小見川総合病
院 ☎（82）3161

河川を見守る
河川愛護モニター
■対象　利根川、横利根川および常陸
利根川の付近在住で満20歳以上の人
■委嘱期間　7月1日㈮～平成30年
6月30日㈯（予定）
■応募期間　4月1日㈮～5月16日㈪
■応募先　
利根川モニター
◇佐原地区　〒287-8510 佐原イ
4149　国土交通省利根川下流河川
事務所佐原出張所
◇小見川地区　〒289-0313 小見川
4884-8　国土交通省利根川下流河
川事務所小見川出張所
横利根川、常陸利根川モニター
〒311-2424　潮来市潮来3510
国土交通省霞ヶ浦河川事務所

国土交通省利根川下流河川事務所
佐原出張所 ☎（52）3795
小見川出張所 ☎（82）2629
霞ヶ浦河川事務所 ☎0299（63）2419

お知らせ
献血にご協力を
お願いします
■日時　4月14日㈭　 
10時～11時45分、13時～16時
■場所　市役所

健康づくり課 ☎（50）1235

橘ふれあい公園整備事業
説明会

　整備事業に関する説明会を開催。
■日時　4月17日㈰　14時～
■場所　山田公民館2階視聴覚室

都市整備課　 ☎（50）1214

鯉のぼりをお譲りください

　初夏の風物詩「いきいき山田鯉のぼ
りまつり」。今年も4月中旬から5月上
旬にかけて鯉のぼりを掲揚します。
　家庭で使わなくなった鯉のぼりがあ
りましたら、4月8日㈮までに商工観
光課、または山田支所へ鯉のぼりを
お持ちください。

商工観光課 ☎（50）1212

春の全国交通安全運動
4月6日～15日
ドライバーのみなさん
◇子どもや高齢者を見かけたら、減
速・徐行
◇薄暮時は早めのライト点灯
歩行者のみなさん
◇横断歩道が無い場所の横断時は、
自動車や自転車に注意
◇夕暮れや夜間は、明るい服装や反
射材を着用
自転車利用のみなさん
◇自転車は車道が原則、歩道は例外
◇車道は左側を通行
◇歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
◇安全ルールを守る
◇子どもはヘルメットを着用

環境安全課　 ☎（50）1248

危険物取扱者試験

■種類　甲種・乙種（全類）・丙種
■試験日　6月19日㈰
■試験会場　千葉科学大学（銚子市
潮見町3）
■受付期間　4月4日㈪～22日㈮

（電子申請は4月1日㈮～19日㈫）
■申込　郵送または電子申請で消防
試験研究センター千葉県支部（千葉
市中央区末広2-14-1）

http://www.shoubo-shiken.or.jp
※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・
出張所で願書を配布

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　5月18日㈬
■場所　匝瑳市民ふれあいセンター

（匝瑳市八日市場ハ793-35）
■受付期間　4月18日㈪～22日㈮

香取広域市町村圏事務組合消防本
部予防課  ☎（52）1192

国保旭中央病院
初診時は紹介状が必要です

　皮膚科・整形外科・眼科の初診受
け付けは、紹介状をお持ちの人のみ
となります。病院の機能分担にご協
力をお願いします。

国保旭中央病院　
 ☎0479（63）8111

鴨川シーワールド
4月は香取市民感謝月間

　入園料金が割引されます。
■対象　市内在住者
■実施期間　4月1日㈮～30日㈯
■入園料金
◇4歳～中学生…1,000円（通常1,400円）
◇高校生以上…2,000円（通常2,800円）
■入園方法　入園チケット売り場で
香取市在住であることがわかるもの

（運転免許証、保険証など）を提示
鴨川シーワールド

 ☎04(7093)4803

講座・教室

県立佐原病院健康教室

■日時　4月21日㈭　15時30分～
■場所　県立佐原病院1階多目的ホール
■内容　骨

こつ
粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

の治療
■講師　同院整形外科部長
■定員　40人
■参加費　無料（予約不要）

県立佐原病院 ☎（54）1231

中国語教室（随時受付）

初級コース
■日時　毎週土曜日　15時45分～
16時55分
既修者（中級）コース
■日時　毎週土曜日　14時35分～
15時45分
■場所　佐原中央公民館

光回線サービスの乗り
換えは慎重に ！

「事例」
　大手電話会社を名乗り「新サービスです」と電話がかかってき
たので、長年契約している会社だと思って話を聞いた。光回線サー
ビスの利用料が安くなると思い、担当者に言われるまま転用承諾
番号をインターネットで取得し、伝えた。しかし、届いた登録完
了通知を見たら、大手電話会社とは別会社との契約であることが
分かった。解約したい。
「ひとことアドバイス」
▶勧誘を受けた際は、必ず契約先の事業者名、サービス名などの
契約内容を確認しましょう。NTT東日本から他の事業者に乗り
換える場合は、転用承諾番号の取得が必要でNTT東日本との契
約はなくなります。
▶「安くなる」などと言われても、他のサービスとのセット契約
でかえって高額になったり、現在契約しているサービスの解約料
金が発生したりする場合があります。現在の契約内容を理解した
上で検討しましょう。
▶困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

No.22

問消費生活センター　☎(50)1300

…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

香取市佐原イ2943　☎52－4545
http://www.yamaken.ne.jp/

㈱山本住建
ヤ マ ケ ン

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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■費用　受講料月額3,000円（テキス
ト代別途）
※香取市国際交流協会会員登録が必
要（年会費2,000円）
※両コースを受講する場合、受講料
4,000円（セット料金）
香取市国際交流協会　沖　
� ☎090（4526）4299

催 し

佐原五月人形めぐり

　約30軒のお店や佐原町並み交流
館、佐原駅前観光案内所で端午の節
句飾りを展示します。目印は若草色
のまねき布です。
■期間　4月9日㈯～5月15日㈰
佐原おかみさん会☎080（5455）7577

ベテランテニス大会

■対象　ペアの双方が50歳以上
■日時　5月1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　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（当日受
け付け支払い）
4月1日㈮（ペアの双方が市外の場

合は12日㈫）から体育協会佐原支部
　� ☎(55)0003

市民ゴルフ大会

■対象　市内在住・在勤・在学者

■期日　5月25日㈬
■場所　成田東カントリークラブ
■競技方法　新ペリア方式（18ホール）
■募集数　180人（先着順）
■参加費　3,000円
■申込　4月12日㈫9時から22日㈮
16時までに申込書と参加費を持参し、
生涯学習課、市民体育館、小見川スポー
ツコミュニティセンター、山田Ｂ＆Ｇ海
洋センター、栗源Ｂ＆Ｇ海洋センター
香取市民ゴルフ大会実行委員会事

務局（生涯学習課内）　�☎（50）1221

春の市民ソフトテニス大会

■対象　中学生以上
■日時　5月3日㈷（雨天時4日㈷）　
8時30分～　受付8時
■場所　佐原庭球場（諏訪公園）ほか
■種目　男子の部・女子の部
■参加料　無料
4月14日㈭までに体育協会ソフトテ

ニス部　松崎　� ☎（52）2336

道の駅くりもと紅小町の郷
大感謝セール
　直売所のリニューアルオープンに伴
い、大感謝セールを開催します。
■日時　4月9日㈯・10日㈰
9時～18時
道の駅くりもと紅小町の郷
� ☎（70）5151

春季舞踊会

■日時　4月17日㈰　9時30分～
■場所　小見川市民センター「いぶき館」
■内容　香取市舞踊連盟（新日本舞

踊協会・小見川民謡民舞会・水郷地
区舞踊連盟）による春季舞踊会
■入場料　無料
香取市舞踊連盟 琴

こと
花
はな
� ☎（82）0157

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。
◇4月11日㈪　郷古明子税理士事務
所（北3-11-2）� ☎（52）3960
◇4月25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

行政書士会による
無料相談
■日時　4月21日㈭
◇遺言書下書き実習…13時～13時50分
◇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

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

市内各所で神楽奉納
与倉の神楽
◇4月2日㈯　16時30分～　鹿島
神社（与倉418）／与倉神楽保存会
菅井　� ☎090（8855）0779

牧野大神楽
◇4月3日㈰　10時30分～　高天
神社（牧野1803）／牧野神楽保存会
大須賀　� ☎090（8688）9484

大崎の大和神楽
◇4月3日㈰　11時～　白幡神社
（大崎1971）／大崎大和神楽保存会
平野　� ☎090（8814）5189

木内の十二座神楽
◇4月3日㈰　12時30分～　小路�
須賀神社（小見川352）／木内神楽
保存会　木内� ☎080（5548）7283

山倉大神の十二座神楽
◇4月3日㈰　13時～　山倉大神
（山倉2347-1）／山倉芸能保存会
日下部� ☎080（1096）2356

多田の三匹獅子舞
◇4月10日㈰　10時30分～　妙見
神社（多田590）／多田の獅子舞保
存会　香取� ☎090（3474）7815

浅黄の獅子舞
◇4月10日㈰　正午～　祖波鷹神
社（岩部1064）／浅黄獅子保存会
日下　� ☎090（3086）8463�

下小野の神楽・大崎の大和
神楽・新市場の神楽
◇4月15日㈮　11時～　香取神宮
境内「香取神宮神幸祭」で神楽奉納

4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

 日 月 火 水 木 金 土

各神社へ神楽舞や獅子舞の奉納が行
われます。

　市では、健康・医療
に関する「不安」や「疑
問」、人に話しづらい
「悩み」を年中無休で
24時間、無料で電話
相談が受けられる「香
取市健康相談ダイヤル
24」を行っています。
　相談には、看護師や
医師などの専門スタッ
フが電話でお答えしま
す。

問健康づくり課　☎(50)1235

◇夜中に赤ちゃんが熱を出したときの対処
◇けがの応急手当を教えて
◇家族の介護のことで相談したい
◇休日の夜間で受診できる医療機関を教えて
お気軽に電話ください。プライバシーは厳守
します。

0120（110）474

24時間電話相談サービス　香取市健康相談ダイヤル24

こんなときはフリーダイヤル 香取市民専用

※通話料・相談料は無料

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館� ☎（55）1151
○チュニジア展
　4月28日㈭～5月1日㈰17時

いぶき館� ☎（82）1123
○春季舞踊会　
　4月17日㈰　9時30分～15時30分
○小見川文化協会展　
　4月30日㈯9時～5月1日㈰16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
　4月3日㈰・10日㈰・17日㈰・24日㈰
　14時～　4歳以上対象
佐原 �わくわくおはなしかい
　4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
　4月16日㈯　11時～　幼児から大人まで
◇今月の休館日
　�4月4日㈪・11日㈪・18日㈪・25日㈪・
28日㈭

マッシュルーム栽培･出荷

香取市米野井938-1　☎0478-70-7515

http://www.ymush.co.jp/

正社員･パート社員随時募集中 ！
お気軽にお問合せください。

芳源マッシュルーム株式会社
生産量日本一

! 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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