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募 集
ミスあやめコンテスト
出場者
■対象　18才以上の未婚の女性（高
校生は除く）
■日時　5月29日㈰  13時～（雨天決行）
■場所　佐原駅前まゆショッピングセ
ンター内特設会場
■審査方法　娘船頭姿で審査

5月19日㈭までに下記へ
（一社）水郷佐原観光協会 ☎（52）6675
佐原商工会議所 ☎（54）2244

 よい歯のコンクール　
歯・口の健康啓発標語
よい歯のコンクール
■応募資格
◇親子の部　平成27年4月から28年
3月までに3歳児健診を受けた幼児と
その親で、親子共に歯に自信のある人
◇高齢者の部　昭和11年4月1日以
前に生まれた人で、自分の歯（かぶせ
た歯、さし歯可）が20本以上ある人
※以前参加した人は除く
■応募方法　5月10日㈫までに電話
か、はがきに住所・氏名・生年月日・
電話番号を記入し、〒287-8501 健
康づくり課｢よい歯のコンクール｣係
■日程　6月16日㈭　佐原中央公民館
歯・口の健康啓発標語
■対象　市内在住・在勤・在学者
■応募方法　5月26日㈭までにはが

きに標語・住所・氏名・生年月日・
電話番号（小中学生は学校名・学年）
を記入し、〒287-8501 健康づくり
課｢歯・口の健康啓発標語｣係

健康づくり課 ☎（50）1235

税務職員（国家公務員）

■受験資格
①平成28年4月1日において高等学
校または中等教育学校を卒業した日
の翌日から起算して3年を経過してい
ない人（平成29年3月卒業見込み可）
②人事院が上記①に掲げる者に準ず
ると認める人
■申込期間
◇インターネット 6月20日㈪～29日㈬
◇郵送・持参 6月20日㈪～22日㈬
■試験日
◇第１次試験　9月4日㈰
◇第２次試験　10月12日㈬～21日㈮
のうち指定する日

佐原税務署総務課 ☎（54）1331
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

お知らせ
花火打ち上げ音に
ご注意ください

　花火打ち上げ従事者の講習と実習
が行われます。河川敷の運動施設は
危険区域にかかるため使用ができず、
関係車両以外は進入禁止です。また、
実施時間帯は小野川水門から利根川

本流まで、船の運航は中止です。
■日時　5月19日㈭　13時～15時ごろ
■場所　佐原河川敷緑地

商工観光課 ☎（50）1212

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　5月20日㈮ 13時30分～
15時30分
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」302研修室
■内容　介護の相談・悩み・不安の
解消・情報交換

白ゆりの会 髙木 ☎090（7280）3016

赤十字活動資金へのご協力

　5月、6月は赤十字運動月間です。
日本赤十字社は、国内の災害時の救
護や、国外の紛争・自然災害の被災
者に対する緊急救援活動などの人道
的活動を行っています。この人道的
活動は、皆さまの温かい善意によっ
て支えられています。活動資金への
ご支援とご協力をお願いいたします。

社会福祉課 ☎（50）1209

講座・教室

Ｂ&Ｇカヌー教室

■対象　市内小学4～6年生
■期日　5月28日㈯～9月末　全8回程度
■場所　小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター、
黒部川ほか
■内容　カヌー、水上スポーツなど
■定員　15人　
■参加費　3,000円

■申込　5月1日㈰から20日㈮まで
に申込書と参加費を持参し、生涯学
習課・小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター・山
田Ｂ＆Ｇ海洋センター

小見川Ｂ&Ｇ海洋センター ☎（82）1000

ちびっこ料理教室

■対象　小学3～6年生
■日時　5月から9月までの第4土曜日
10時～13時　
■場所　山田児童館
■内容　第1回（5月28日㈯）はチュー
リッパン作り
■定員　24人（先着順）
■参加費　1,500円（材料費5回分）
■持物　エプロン、三角巾、上履き

山田児童館 ☎（78）1050

水泳教室

■対象　市内在住・在学の小学生
■日程　
◇Ａコース　6月1日㈬・3日㈮・
8日㈬・10日㈮の全4回　
◇Ｂコース　6月15日㈬・17日㈮・
22日㈬・24日㈮の全4回
■時間　18時30分～20時
■場所　Ｌ＆Ｍスイミングクラブ
■内容　水泳の基礎
■定員　各40人（先着順）
※Ａ・Ｂコースどちらかの参加
■参加費　3,000円（保険料含む）

5月9日㈪から生涯学習課 ☎（50）1221

ヨガ教室

■対象　市内在住・在学・在勤者
■日時　6月2日から23日までの毎週
木曜日（全4回）  19時～20時30分
■場所　香取市民体育館武道場
■内容　ヨガの基礎
■定員　40人（先着順）
■参加費　1,500円（保険料含む）

5月11日㈬から生涯学習課
 ☎（50）1221

花咲く太巻き寿司教室

■対象　市内在住・在勤者
■定員　30人（最少開催人数15人）
■日時　6月25日、7月30日、9月17
日、10月1日、12月3日、1月7日
の土曜日（全6回）　13時～16時
■場所　小見川社会福祉センター「さ
くら館」調理実習室
■参加費　各回500円程度
■持物　まきす、エプロン、三角巾、
筆記用具

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 問い合わせ　☎83－2358　倉田

水郷カラオケ歌謡祭チャリティー

入場
無料

会場／小見川市民センター
　　　「いぶき館ホール」
日時／5月15日㈰
開演／11時30分～17時

賛助出演  大河流園弥社中

招待（優待）チケット引換券を配布
■配布対象
◇招待（無料観戦）…市内在住・在勤・
在学の中学生以下、65歳以上の人、
ファンクラブ会員
◇優待（1,000円で観戦）…招待以
外の市内在住・在勤・在学者
■引換券配布日・場所
5月2日㈪～　市役所1階情報公開
コーナー、各支所ほか
■入場券との引換方法
引換券と市内在住・在勤・在学を証明
するものを持参し、当日の14時30分
からカシマサッカースタジアムスポーツ
センター側イベント窓口で引き換え

　鹿島アントラーズフレンドリータウ
ンデイズ2016「香取市の日」を開催
します。観覧席としてカテゴリー４南、
またはサポーターズシートに招待（優
待）しますので、事前に引換券を受け
取ってください。
　試合前には、特産品販売など香取
市のＰＲも行います。
　カシマサッカースタジアムで、鹿島
アントラーズを応援しましょう。

■日時　5月14日㈯　ＰＲイベント…
16時～19時　キックオフ…19時～
■ＰＲイベント開催場所　カシマサッ
カースタジアム2階 屋外コンコース

スタジアムツアー参加者募集
　カシマサッカーミュージアムや普段
入ることができないピッチ周りなどを
見学するツアー参加者を募集します。
■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　5月14日㈯　16時～
■定員　10人（応募多数の場合は抽選）
※観戦チケットは別途用意してください
■料金　大人300円（小・中学生100円）
■申込　5月8日㈰（必着）までに往復
はがきの「往信用裏面」に郵便番号・
住所・氏名（1枚につき2人まで）・電
話番号を、「返信用表面」に郵便番号・
住所・氏名を記入し、〒287-8501 
企画政策課「スタジアムツアー」係

フレンドリータウンデイズ

「香取市の日」アントラーズvsマリノス
企画政策課� ☎（50）1206
アントラーズコールセンター
� ☎0299（82）5555

…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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5月10日㈫から14日㈯までの9時
から電話または直接、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

すぃーと あろま

■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　6月～9月（全3回）� 13時30分～
■場所　栗源市民センター「さつき館」
■内容　アロマオイルを使った小物作り
■定員　12人
■参加費　各回2,000円程度
5月10日㈫から13日㈮までの9

時から電話で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）1153

催 し

小野川に下座舟

■日程　5月5日㈷…佐原囃子連中、
6月5日㈰…寺宿囃子連、6月12日㈰
…和楽会、6月26日㈰…花崎囃子連
※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

絵本の読み聞かせ

■対象　幼児・小学1～3年生と保護者
■日時　5月21日㈯　10時～
■場所　栗源市民センター「さつき館」
生涯学習課事業推進班� ☎（82）1153

市民ハイキング

■対象　市内在住・在学・在勤者
■期日　5月29日㈰
■場所　高尾山
■申込場所・定員　100人（先着順）
◇香取市役所１階　50人
◇小見川スポーツ・コミュニティセン
ター　50人
■参加費　3,000円（保険料含む）
■申込　5月15日㈰8時30分から正
午までに参加費を添えて直接申込み
（電話不可）
※1人で2人まで申し込み可
生涯学習課� ☎（50）1221

自然観察会～里山を歩こう

■日時　5月29日㈰　13時～16時
（小雨決行）

■場所　牧野の森
■集合場所　橘ふれあい公園駐車場
■定員　30人（先着順）
5月16日㈪までに、住所・氏名・年齢・

性別・電話番号を郵送、ファクスまた
はメールで 〒287-8501�環境安全課
� ☎（50）1248　 （54）1290
� kankyo@city.katori.lg.jp

B&G東京湾
海洋体験アカデミー
■対象　小学5年生～中学生
■日程
◇Ａ日程　7月26日㈫～30日㈯　
◇Ｂ日程　8月1日㈪～5日㈮　
■場所　神奈川県および東京都
■内容　海洋産業体験、自然体験など
■定員　各日程40人
■参加費　4万円
■申込　5月31日㈫までに申込書と
参加費を持参し、小見川Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター、山田Ｂ＆Ｇ海洋センター
小見川Ｂ&Ｇ海洋センター� ☎（82）1000

市民卓球大会

■対象　市内在住・在学・在勤者
■日時　5月22日㈰　9時～
■場所　香取市民体育館
■種目　男女団体戦・男女シングルス
■参加費　無料
■申込　5月17日㈫までに直接市民
体育館または郵送・ファクス（電話不
可）で 〒287-0003 佐原イ3374
体育協会卓球部 篠塚� （54）1290
体育協会佐原支部� ☎（55）0003

ミックスダブルス
テニス大会
■日時　6月5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　ミックスダブルス
■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）
5月1日㈰（ペアの双方が市外の場

合は11日㈬）から体育協会佐原支部
� ☎（55）0003

佐原のふな釣り大会

■日時　5月8日㈰　5時～14時（雨天決行）
■場所　横利根川（横利根閘門～横
利根大橋）、長島川（八筋川排水機場
～なかず橋）
■計量・表彰式　14時までに計量し、
川の駅水の郷さわらへ集合
■参加費　大人700円（小中学生500円）
■申込　申込書に参加費を添えて

（一社）水郷佐原観光協会または申
込取扱店の各釣具店まで
（一社）水郷佐原観光協会�☎（52）6675

水郷おみがわふな釣り大会

■日時　5月22日㈰　6時～14時
受付5時30分～（雨天決行）
■場所　黒部川（昭和橋～�黒部大橋）
※受付はくろべ運動公園ボート艇庫前
■計量・表彰式　14時までにくろべ
運動公園ボート艇庫前へ集合
■参加費
◇事前受付　大人600円（女性・中
学生以下500円）
◇当日受付　大人800円（女性・中
学生以下600円）
■申込　5月21日㈯までに高橋釣具
店、釣具のつくば屋。当日は、くろ
べ運動公園ボート艇庫前まで
水郷小見川観光協会（商工観光課

内）� ☎（50）1212

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。
◇5月16日㈪　田畑武彦税理士事務所
（東庄町笹川い4677-18）� ☎（86）2880
◇5月30日㈪　岩立和雄税理士事務
所（岩ヶ崎台21-3）� ☎（54）1987
※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　5月19日㈭
◇遺言書下書き実習…13時30分～（参
加自由）
◇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

5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

建築無料相談

■日時　5月21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

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館� ☎（55）1151
○S.C.P郷写真クラブ写真展
　5月10日㈫正午～15日㈰16時

いぶき館� ☎（82）1123
○ニュー歌謡友の会・歌謡ショー
　5月8日㈰　正午～16時30分
○水郷カラオケ歌謡祭
　5月15日㈰　11時30分～17時
○家庭教育講演会
　5月21日㈯　14時20分～16時
○小見川民謡民舞祭
　5月22日㈰　9時30分～16時
○音楽発表会
　5月29日㈰　13時～16時

山田公民館� ☎（78）4431
○山田文化協会　春の文化祭
　5月21日㈯9時～22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
　5月1日㈰・8日㈰・15日㈰・22日㈰・
　29日㈰　14時～　4歳以上対象
佐原 �わくわくおはなしかい
　�5月14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
　5月21日㈯　11時～　幼児から大人まで
◇今月の休館日
　�5月2日㈪・6日㈮・9日㈪・16日㈪・
　23日㈪・30日㈪・31日㈫

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

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!
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