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募 集

米食味コンテスト参加者

　香取市産米の販路拡大、栽培技術
の向上を目的に米の食味コンテストを
開催します。
■応募期間　8月上旬
※応募者は9月下旬にお米を提出
■定員　40人
■審査日　12月上旬
■審査方法　食味官能検査の後、審
査員による試食判定（上位者のみ）
※成績優秀者には賞状と副賞を進呈
■申込　7月以降に配布する申込書
に必要事項を記入し、商工観光課に
提出（詳細は7月以降の「香取あぐり
ぱーく」ホームページをご覧ください）
商工観光課� ☎（79）0707

道の駅水の郷さわら
米作り体験家族モニター
■日時　4月22日㈯（雨天時は23日㈰）
9時30分～正午
■場所　さわらリバーファーム
（佐原イ3985-1）
■内容　田植え体験
■定員　50人（先着順）
■参加費　無料
4月15日㈯までに道の駅水の郷さ

わら� ☎（50）1183

12241224お知らせ
学校給食費口座振替の
振替日の変更
　4月分から学校給食費の口座振替
の振替日を下記のとおり変更します。
■変更内容
◇4月～7月分…翌月の末日
◇9月～翌年3月分…その月の末日
※ただし12月は28日
香取市学校給食センター� ☎（82）2628

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　香取市役所
健康づくり課� ☎（50）1235

香取市空き店舗対策事業
補助金
　補助額や手続きなどの一部を変更
します。空き店舗を利用した新規出
店を検討している人は相談ください。
■対象　小売業、卸売業、飲食業、
サービス業
■補助内容　月額家賃補助、改装工
事費補助
商工観光課� ☎（50）1212

鯉のぼりを
お譲りください

　今年も橘ふれあい公園で鯉のぼり
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10日㈪
までに商工観光課、または山田支所
へお持ちください。
■掲揚期間　4月20日㈭～5月9日㈫
（雨天時は変更の場合あり）
鯉のぼりまつりメインイベント
■期日　5月3日㈷（雨天時は4日㈷）
商工観光課� ☎（50）1212

講座・教室

初心者バドミントン教室

■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　5月16日から7月4日までの毎週
火曜日（全8回）　19時30分～21時30分
■場所　小見川スポーツ・コミュニ
ティセンター
■定員　30人程度
■参加費　一般…2,000円、高校生
…1,000円、小中学生…500円
（保険代、シャトル代など）
4月11日㈫から25日㈫までに電話

で小見川スポーツ・コミュニティセン
ター� ☎（83）0101

前期テニス教室

■日時　5月17日から7月5日までの毎
週水曜日（全8回）　19時30分～21時

■場所　山田中央運動広場テニスコート
■定員　20人程度（定員を上回った
場合、過去の参加回数などで調整）
■参加費　3,000円（初回に集金）
4月8日㈯から16日㈰の9時から
17時までに電話で山田Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター� ☎（78）3204
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■日時　毎週日曜日　
10時30分～正午
■場所　佐原中央公民館
■参加費　3,000円程度（テキスト代）
※会員登録が必要（年会費2,000円）
香取市国際交流協会　沖　
� ☎090（4526）4299

手話奉仕員養成講座（後期）

■対象　手話奉仕員養成講座（前期）
を修了した市内在住・在勤者
■日時　5月12日から12月22日まで
の毎週金曜日（全27回）　19時～21時
■場所　佐原中央公民館視聴覚室
■定員　20人
■参加費　無料（日本聴力新聞購読
料など別途自己負担あり）
4月21日㈮までに千葉県聴覚障害
者協会千葉聴覚障害者センター
� ☎043（308）6373

1056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

たん
午
ご
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15日㈯～5月14日㈰
佐原おかみさん会� ☎080（5455）7577

市民ゴルフ大会

■対象　市内在住・在勤・在学者
■期日　5月24日㈬
■場所　グレンオークスカントリークラブ

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!

国民年金
学生納付特例
問市民課　　　　　☎(50)1228
　佐原年金事務所　☎(54)1442

　学生は、申請により在学中の国民年
金保険料の納付が猶予されます（所得
要件あり）。申請は毎年必要で、納付
済みの期間を除き、2年1カ月までさ
かのぼって申請できます。
※学校法人の認可を受けていない各種
学校は学生納付特例の対象になりません

■手続きに必要なもの
◇年金手帳もしくは基礎年金番号のわ
かるもの（納付書など）
◇学生証の写し（裏面に有効期限など
の記載がある場合は両面）、または在
学証明書（過去の年度分を申請する場
合は、在学期間のわかるもの）
◇印鑑（シャチハタ不可）

■承認期間について
　承認書に記載された期間は、納付が
猶予されます。ただし、学生納付特例
は、年金の受給資格に必要な月数には
反映されますが、老齢基礎年金の受給
金額には反映されません。受給金額に
反映させるためには、この期間を10
年以内に納付（追納）する必要があり
ます。
※3年以上さかのぼって追納する場合、
当時の保険料に加算額が上乗せされます

■お詫びと訂正
　3月15日号7ページ「小見川文
化協会伝統文化やさしい子ども
教室」の中で、生け花教室（未

み
生
しょう

流）と茶道教室（裏千家）の担当
者である小林さんの連絡先を記載
しましたが、☎090（8589）4341
の誤りでした。お詫びして訂正い
たします。

✂

✂

社会福祉法人 江戸川豊生会

かとりの郷福楽園

香取市内野448-1 ☎79-7272新施設が完成しました

特別養護
老人ホーム

入居・デイ・ショート申し込み受付中！

5/1開設
平成29年

見学・ご相談お気軽にお越し下さい

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

春だから恋する家づくり！
家づくりは恋と同じ。

ドキドキ・キュンキュンしながら
家づくりを楽しんじゃえ！

毎週土日　無料相談会開催中！（要予約）

…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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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

■競技方法　新ペリア方式（18ホール）
■定員　180人（先着順）
■参加費　3,000円（プレー費は別途）
■申込　4月11日㈫9時から21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・
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

市民卓球大会

■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　4月9日㈰　9時～
■場所　香取市民体育館
■種目　男女団体戦（4Ｓ、1Ｗ）・男
女シングルス
■参加費　無料
■申込　4月7日㈮までに直接市民体
育館または電話、ファクスで体育協
会卓球部　中田　� ☎ （54）0688
体育協会佐原支部� ☎（55）0003

ベテランテニス大会

■対象　ペアの双方が50歳以上
■日時　4月30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（当日支払い）
4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

市民ソフトテニス大会

■対象　中学生以上
■日時　5月3日㈷（雨天時は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
■参加費　無料
4月20日㈭までに電話で佐原体育協

会ソフトテニス部　松崎� ☎（52）2336
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香取神宮奉納の舞
　香取神宮がテーマの新オリジナル曲
「千年祈り唄」を披露します。
■日時　4月16日㈰（雨天中止）
第1部…11時30分～、第2部…13
時30分～
■場所　香取神宮（第1部…神殿周
辺、第2部…総門前）
おみが和よさこい会〝和気藹藹＂　
永作� ☎090（4727）0839

城山公園ウォーク

■日時　4月30日㈰（雨天決行）
9時30分～14時30分
■集合場所　JR小見川駅（当日受け付け）
■参加費　300円（会員は無料）
■コース　善光寺～内浜公園～城山
公園（昼食）～利根川～黒部川～JR
小見川駅（10ｋｍ団体歩行）
東総歩こう会　小早志�　☎（54）2467
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　空港周辺市町のグルメや特産品販
売、抽選会、ステージイベントなど盛
りだくさん！
■日時　4月23日㈰　10時～15時
■場所　成田国際空港第2旅客ター
ミナルビル前中央広場
（一財）�成田国際空港振興協会
� ☎0476（34）6393

市役所ロビーコンサート

■日時　4月26日㈬　12時15分～45分
■場所　市役所1階ロビー
■出演　清水保育園子育て支援セン
ター「おひさま」（人形劇、歌）
生涯学習課� ☎（50）1224

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。
◇4月10日㈪　森蓁税理士事務所
（佐原イ607）� ☎（52）2308
◇4月17日㈪　郷古明子税理士事務
所（小倉吉雄税理士事務所内）
（北3-11-2）� ☎（52）3960
※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20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
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JA葬祭
JA葬祭

２４時間受付（年中無休）

ＴＥＬ.0120-069-983
JA葬儀式場 虹のホールさわら・おみがわ

（香取市佐原ホ1270-1）・（香取市本郷218-2）

「JA虹の友」会員募集中

組合員・準組合員の皆様へ

身 近 な 相 談 室

市民相談
閉庁日を除く毎日� 8時30分〜16時30分

市民協働課� ☎（54）1138
小見川支所� ☎（82）1116
山田支所� ☎（78）2116
栗源支所� ☎（75）2111

法律相談
9時30分〜14時（相談時間）
要予約（先着10人）
市民協働課� ☎（54）1138

小見川支所� 4月25日㈫（予約日 4月18日㈫）
市役所� 5月10日㈬（予約日 5月1日㈪）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　4月20日㈭　13時30分～15時30分
　市民協働課� ☎（54）1138
　5月19日㈮　13時30分～15時30分
　市民協働課� ☎（54）1138
　小見川支所� ☎（82）1116
　山田支所� ☎（78）2116
　栗源支所� ☎（75）2111
●消費生活相談
　閉庁日を除く毎日　9時～16時
　消費生活センター� ☎（50）1300
●司法書士による法律相談（予約者優先）
　4月18日㈫、5月2日㈫� 13時30分～16時
　市民協働課� ☎（54）1138
●生活困窮者の自立支援相談
　閉庁日を除く毎日� 8時30分～17時15分
　香取自立支援相談センター� ☎（79）0516

千葉県香取健康福祉センターの相談
� ☎（52）9161

●精神保健福祉相談（要予約）　
　4月18日㈫・19日㈬　13時30分～
●�エイズ、クラミジア、梅毒、B型・C型
肝炎検査（無料・要予約）
　4月10日㈪・24日㈪�13時～14時受付
●配偶者からの暴力に関する相談
　来所相談（水曜日）（要予約）
　�電話での相談（月～金曜日）
　9時～17時� ☎（52）9310

香 取 市 助 成 の 対 象 の 方　6,600円

国保40歳以上  2万円助成有  23,200円

肺炎球菌予防接種

脳ドック 43,200円

あいざわクリニック 予約受付☎55-8001

移動火葬車による出張火葬

ペットセレモニー　忘れな草
粉骨加工(無料)が好評です

代　表　長谷川　勲
所在地　神栖市矢田部2883番地

365日24時間対応

出張費
無　料

URL  http://yanohase.com/
☎080-6606-4846

　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
◇夜中に赤ちゃんが発熱したときの対処
◇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
◇休日夜間に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。

香取市民専用
健康相談ダイヤル24

24時間対応、相談・通話料は無料

0120（110）474

Event Schedule
イベントスケジュール

いぶき館 ☎（82）1123
○小見川民謡民舞祭
　4月30日㈰　9時30分～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2日㈰・9日㈰・16日㈰・23日㈰・
　30日㈰　14時～　4歳以上対象
佐原 �わくわくおはなしかい
　4月8日㈯　13時30分～　乳幼児から
　大人まで
小見川 �えほんのじかん
　4月15日㈯　11時～　幼児から大人まで
小見川 �えほんのじかんスペシャル
　4月30日㈰　11時～　幼児から大人まで
◇今月の休館日
　�4月3日㈪・10日㈪・17日㈪・24日㈪・
　28日㈮（小見川図書館のみ）・
　29日㈷（佐原中央図書館のみ）
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