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医療法人社団　寿光会　栗源病院
内科・皮膚科・リハビリ科

香取市助沢832-1　☎0478-70-5121
★2月より毎週金曜日に整形外科専門医による診察を始めました。

★女性医師による皮膚科外来を始めました。
　一度ご来院いただけますと次回から電話　
予約が可能です。
（皮膚科外来）火曜日14時～16時半、
　　　　　　第3土曜日9時～11時半
★肩こりでお悩みの方！ 毎週金曜日に麻酔科
　認定医による肩こり外来を行っています。

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!

肺炎球菌予防接種（65歳以上香取市補助あり）☎55-8001
木曜日の診療を隔週で開始しました

あいざわ
クリニック

頭痛・めまい・しびれ・脳ドック・健康診断

暮らしの情報
2013.AprilInformation

　水郷佐原の行事や四季を通した自然
景観などを写した傑作をお寄せください。
　平成25年度から、データ応募（デジ
タル応募）ができます（データ応募を推
奨）。
■テーマ　観光の部・祭りの部
■応募点数　各部門1人5点、2部門最
大10点まで応募可
■応募方法
データ応募（デジタル応募）
◇規格　ＪＰＥＧ形式で10ＭＢ以内
※推奨画像データ…2,400×3,000ピ
クセル以上（700万画素相当）
◇応募方法　応募期間中、水郷佐原観
光協会ホームページからデータ応募サイ

トへアクセスし、新規利用者登録を行
い、作品応募専用ページで必要項目を
入力
郵送応募（プリント応募） 
◇規格　カラープリント四つ切（ワイド含
む）以上。デジタル写真の場合はA4用
紙サイズ以上
◇応募先　〒287-0003　香取市佐原
イ81-31　水郷佐原観光協会「佐原の
観光と祭り写真コンクール」係
■注意事項　組み写真、修正・加工作
品は不可
■応募締切　10月31日㈭（必着）
■写真展　11月下旬～　佐原中央公
民館、佐原町並み交流館、川の駅水の
郷さわら（予定）
■表彰式　12月7日㈯（予定）
※応募作品は返却しません。すべての
応募作品の使用権は主催者に帰属しま
す。入賞者には11月中旬に通知予定
水郷佐原観光協会 ☎(52)6675
商工観光課 ☎(50)1212
http://www.suigo-sawara.ne.jp

佐原の観光と祭り写真コンクール作品募集

お知らせ

鯉のぼりをお譲りください

　初夏の風物詩となった「いきいき山
田鯉のぼりまつり」。今年も4月下旬か
ら5月上旬に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地域班へ鯉のぼ
りを持参ください。
商工観光課 ☎(50)1212

献血にご協力を
お願いします

■日時　4月5日㈮　10時～11時45
分、13時～16時
■場所　市役所
健康づくり課 ☎(50)1235

消費生活センターがスタート

　4月1日㈪から、消費生活相談窓
口が消費生活センターとして新たにス
タ―トします。
　消費生活センターは、市が運営す
る消費者のための相談業務を行う機
関です。商品やサービスに関する契
約トラブルなどについて、専門の相
談員が対応し、問題解決のための助
言やあっせんなどを行います。
■相談日時　閉庁日を除く毎日　9
時～正午　13時～16時
商工観光課 ☎(50)1212

消費生活センター ☎(50)1300

漂流物

　次の物件を保管していますので、
心当たりの人は連絡ください。
■拾得物件　 小型船（ヤマハ製、全
長約4.2ｍ・最大幅約1.5ｍ、白色）
■拾得日　3月4日
■拾得場所　黒部川右岸黒部川水門
付近
東庄町総務課 ☎(86)6082

千葉県動物愛護センター
からのお知らせ

飼い主探しの会（予約制・無料）
　犬がほしい人、あげたい飼い主さ
んとの出会いの場です。
■日時　4月14日㈰、5月12日㈰、6
月9日㈰　9時～11時
一般譲渡会（無料）
　センターの成犬、子犬、成猫、子
猫を譲渡します。
■日時　4月25日㈭、5月23日㈭、6
月20日㈭、　13時～15時30分
パピークラス（予約制・無料）
　子犬の飼い方・しつけ方を学び模
範的飼い主を目指します。参加者に
は優先的に子犬を譲ります。
■期日　4月27日㈯、5月25日㈯、6
月22日㈯ 
犬のしつけ方教室基本講座（予約制）
■日時　4月27日㈯、5月12日㈰、6
月9日㈰、12時30分～14時30分
■受講料　無料
犬のしつけ方教室実技講座（予約制）
■日時　5月12日㈰、6月9日㈰、13
時30分～16時
■受講料　3,000円
千葉県動物愛護センター

☎0476(93)5711

調理師試験

■期日　7月23日㈫
■場所　幕張メッセ国際展示場展示
ホール8
■願書配布　4月10日㈬～
■願書受付　5月21日㈫～23日㈭
■配布・受付場所　香取健康福祉セ
ンター(香取保健所)地域保健福祉課
香取健康福祉センター(香取保健

所)地域保健福祉課 ☎(52)9161

講座・教室

ウエストサイズ物語

　皆さん一緒に楽しく体を動かしませ
んか。
■日時・場所
◇4月9日㈫・23日㈫　10時～正午
　香取市民体育館
◇4月12日㈮・26日㈮　10時～正午
小見川スポーツ・コミュニティセンター
■参加費　無料
■内容　健康体操、健康ダンス、サー
クルダンスなど（見学自由）
地域文化活動推進センター　松田
☎(56)0784　☎090(3509)7273

ウォーキング教室

■日時　4月20日㈯　9時～正午ころ
（雨天中止）
■集合場所　佐原中央公民館前（当
日受付）
■参加費　300円（保険、資料代）
■服装など　運動のできる軽い服装。
タオル、ペットボトル持参
■内容　3～4㎞のウォーキング
東総歩こう会 小早志 ☎(54)2467

栗源の草木染体験講座

　桜から抽出した染料でシルクのス
カーフを染めてみませんか。
■日時　4月6日㈯　9時～正午
■場所　栗源保健センター2階調理室
■定員　15人（先着順）
■参加費　3,000円（材料費込）
社会福祉協議会栗源支所

☎(75)2118

香取郡市手話奉仕員
養成講座（基礎課程）

■対象　手話奉仕員養成講座入門課
程修了者で香取郡市内の在住・在勤者
■日時　5月17日㈮～平成26年1月
31日㈮の毎週金曜日　19時～21時
（全30回）
■場所　佐原中央公民館
■定員　25人
■費用　1,470円（テキスト代）
4月1日㈪から15日㈪までに(福)千

葉聴覚障害者センター
☎043(308)6373　 043(308)6400

読話学習会

　話すときに口の形・動きを見て相
手の言葉を読み取る方法を読話とい
います。この読話を学ぶ会を4月から
開催します。
■対象　中途失聴者・難聴者とその
関係者
■日時　4月～平成26年3月の毎月
第4金曜日（8、12月を除く）　14時
～16時　受付13時30分
■場所　酒々井町中央公民館（印旛
郡酒々井町中央台4-10-1）

…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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結婚相談  み つ ば
私たちが承ります

稲敷市光葉 9-127
tel＆fax.0299-79-3855
（国道125号沿い「幸田」の信号近く）

担当：江田

小さな相談室から

大きな幸せを！
電気は買う時代から
売る時代にチェンジ!!

売電で月々のお支払い可能な為
+太陽光発電システム一式 工事代 が

保証も25年で安心♥

国･市の補助金申請代行致します

　会社や店舗・仕事のPRなど、市のホー
ムページにもリンクしているため、全国
ネットで情報をＰＲできます。
問い合わせ　秘書広報課 ☎(50)1204

広 告
募集中!

■講師　千葉県中央障害者相談セン
ター判定課長　井関雅雄氏
■持物　口の形を確認するための手鏡
■参加費　500円
4月20日㈯までに、氏名・電話番号・

ファクス番号を、ＮＰＯ千葉県中途失
聴者・難聴者協会事務所へ電話また
はファクス ☎ 047(432)8039

催 し

市民ハイキング
歴史の香り漂う鹿嶋を巡る

■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　4月28日㈰　10時出発　9
時30分集合
■場所　カシマスポーツセンター
■送迎バス　カシマスポーツセンター
まで送迎バスを運行
◇市役所、栗源支所駐車場…8時30
分出発
◇山田支所駐車場…8時45分出発
◇小見川支所駐車場…9時出発
■コース　カシマスポーツセンター～
清真学園～鹿島城山公園～鎌足寺～
せせらぎ通り～鹿島神宮～カシマス
ポーツセンター（約4時間、10㎞）
■定員　120人（先着順）
■参加費　300円（保険料含む）
■持物　弁当、飲み物
4月9日㈫から10日㈬までに参加費

を持参し、次のいずれかで申し込み
生涯学習課 ☎(50)1221
小見川スポーツ・コミュニティセンター
 ☎(83)0101
山田Ｂ＆Ｇ海洋センター  ☎(78)3204
栗源Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎(75)3311

Ｃ
ク ー ル ス

ＯＯＬＳライブ

　東日本大震災からの完全復興に向
けて頑張っている皆さんに、オールド
アメリカンロックンロールの音楽を通
して、元気と希望を届けるライブを開
催します。
　なお、チャリティーライブのため、
入場料の一部を、市へ寄付します。
■日時　4月21日㈰　17時30分～
開場17時
■場所　佐原文化会館
■入場料　前売り5,000円、当日
5,500円

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

■チケット取扱店　行木堂（佐原イ）
☎(52)5188

クールスライブ佐原実行委員会
 小松﨑☎090(1851)8181
 杉浦☎090(3223)9229

初心者絵画教室修了作品展

　初心者絵画教室受講者とＯＢ（小見
川絵画クラブ会員）の作品展を開催し
ます。
■日時　4月9日㈫～14日㈰　9時
～17時（最終日は15時まで）
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」1階市民ギャラリー
■入場料　無料
■展示作品　油絵、水彩画など約60点
山田公民館 ☎(78)4431

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8日㈪　　野村勲税理士事務所
（南原地新田353） ☎（80）0558
◇4月22日㈪　田畑武彦税理士事務所
（東庄町笹川い4677-18） ☎（86）2880
※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指導
対策部　佐藤 ☎（52）2511

建築無料相談

■日時　4月20日㈯　10時～15時
■場所　佐原中央公民館
■相談内容　建築に関することなら
何でも
千葉県建築士会香取支部　林

☎(55)1012

行政書士会による
無料相談

■日時　4月20日㈯　13時～16時
（予約不要）
■場所　旭市青年の家（旭市ニ5127）
■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　寺村

☎0479（63）7813

労働無料相談

■日時　4月17日㈬　10時～16時
（予約不要）
■場所　連合千葉東総・香取地域協
議会事務所（銚子市勤労コミュニティ
センター内）
■相談内容　解雇、賃下げ、残業代
不払いなど労働問題全般
電話相談
■日時　毎週月～金曜日　9時30分
～17時 0120（154）052
連合千葉東総・香取地域協議会　

飯塚 ☎0479（23）2381

市民ゴルフ大会
■対象　市内在住・在勤・在学者
■期日　5月22日㈬
■場所　香取カントリークラブ（織幡）
■競技方法　新ペリア方式（18Ｈ）
■募集数　180人（先着順）
■参加費　3,000円
■申込　4月19日㈮9時から26日㈮
16時までに申込書と参加費を持参
し、生涯学習課、香取市民体育館、
小見川スポーツ・コミュニティセン
ター、山田Ｂ＆Ｇ海洋センターのい
ずれかへ申し込み
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（シ
ニアシングルスは60歳以上）
■日時　4月21日㈰　9時～
■場所　香取市民体育館
■種目　男女シングルス・男女シニ
アシングルス
■参加費　無料
4月16日㈫までに 〒287-0003 

佐原イ3374 体育協会卓球部 篠塚
まで郵送またはファクス（電話不可）
 (54)3477　☎(55)0003

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19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18日㈭までに体育協会佐原支

部テニス部　松崎 ☎(52)2336

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28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
■参加費　ペアで2,000円（当日受
付支払い）
4月18日㈭までに体育協会佐原支

部事務局 ☎(55)0003

スポーツ大会スポーツ大会

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26日㈮正午～28日㈰17時

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　4月7日㈰・14日㈰・21日㈰・28日㈰
　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　4月13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
　※4月から第2土曜日に変わりました
○今月の休館日
　4月1日㈪・8日㈪・15日㈪・22日㈪・
　29日㈷・30日㈫
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