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さわら雛舟
　各家に伝わるひな人形を展示する
「さわら雛めぐり」イベントの一環と
して、華やかなひな衣装に身を包ん
だお内裏様とおひな様一行が、雅楽
の美しい音色とともに小野川を水上
パレードする「さわら雛舟」を開催しま
す。
小江戸さわら春祭り
　町並み観光駐車場（伊能忠敬記念
館裏）に特設会場を設置し、山車の
特別展示や、特設ステージ上で佐原
囃子の演奏と手踊りなどを行う「小江
戸さわら春祭り」も同時開催します。
　会場内には、うなぎおにぎり、佐
原水郷ポーク串、マッシュルームなど、
ご当地食材を使った料理の物産販売Ｐ
Ｒテントも並びます。
※当日は、歩行者安全確保のため小
野川両岸歩行者天国を右記区間にお

いて実施しますので、ご協力お願い
します
■日時　3月15日㈯・16日㈰　10
時～16時30分 （雨天決行）
※さわら雛舟は11時、13時30分、
15時に運航予定
■交通規制区間
本宿側は市川米店～共栄橋、新宿
側は白鳥石材㈱角地～共栄橋の区間
（自転車を押しての通行は可） 
水郷佐原観光協会 ☎（52）6675
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Ｂ＆Ｇ香取市小見川
海洋クラブ新規会員

　海洋性スポーツを通して自然とふ
れあい、クラブ員の豊かな人間形成
と相互の親睦を図ることを目的とし
たクラブです。カヌー競技では、全
国大会出場や日本代表在籍を目指
し、レク活動では、ツーリング、バー
ベキューなど活動は多岐にわたり
ます。
■対象　新小学3～6年生
■年会費　10,000円
■活動日　土・日曜日（通年）
Ｂ＆Ｇ香取市小見川海洋クラブ
 ☎080（5074）7351

国税専門官

　国税専門官は、国税局や税務署
で、税務のスペシャリストとして法律・
経済・会計などの専門知識を駆使し、
適正・公平な課税をし、租税収入を
確保するための事務を行います。
■受験資格
◇昭和59年4月2日から平成5年4月
1日生まれの人
◇平成5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27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8日㈰、
第2次試験　7月15日㈫～23日㈬の
うち指定された日
■受験案内　税務署や国税局、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
ロードすることができます
■申込
インターネット
　4月1日㈫9時から14日㈪までに人
事院ホームページから申し込み
http://www.jinji-shiken.go.jp/

juken.html
郵送・持参
　4月1日㈫・2日㈬（消印有効）に国
税局へ郵送・持参
佐原税務署総務課 ☎（54）1331

お知らせ

献血にご協力を
お願いします

■日時　3月18日㈫　10時～11時
45分、 13時～16時
■場所　小見川保健センター
健康づくり課 ☎（50）1235

■日時　3月27日㈭　10時～11時
45分、13時～16時
■場所　佐原中央公民館
佐原ライオンズクラブ　大竹

☎（59）3231

蔵書点検に伴う
図書館休館

　蔵書点検のため、市内の図書館は
次のとおり休館となります。ご不便を
おかけしますが、ご理解ご協力をお
願いします。
　なお、時間外返却ポストは通常通
り利用できます。
■休館期間
佐原中央図書館
3月10日㈪～17日㈪
小見川図書館
3月17日㈪～21日㈷
佐原中央図書館 ☎（55）1343

小見川図書館 ☎（80）0511

国民年金後納制度で将来
の年金額を増やせます

　後納制度は、過去10年間に納め
忘れた保険料を納付することにより、
将来の年金額を増やすことができる
ものです。
　年金を受給できなかった人は、後
納制度を利用することで年金を受けら
れる場合があります。過去10年以内
に納め忘れがある人は、ぜひ後納制
度を利用ください。
　後納制度が利用できる期間は平成
27年9月30日までです。
国民年金保険料専用ダイヤル

☎0570（011）050
佐原年金事務所 ☎（54）1442

講座・教室

県野球協会香取支部
審判講習会

　審判技術の向上のため、講習会を
開催します。
■日時　3月23日㈰　9時～16時　
受付8時30分～
■場所　県立小見川高校野球場
■参加費　2,000円（昼食代含む）
県野球協会香取支部事務局　伊奈

☎（83）3386

ウエストサイズ物語

■日時・場所
◇3月11日㈫・25日㈫ 10時～正午
香取市民体育館
◇3月14日㈮・28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

けん玉体験講座

■日時　3月23日㈰　15時～17時
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」301研修室
■内容　けん玉遊びの実例紹介と遊
びの体験
■定員　25人

■参加費　無料
生涯学習課 ☎（50）1224

県立佐原病院
市民健康講座

■日時　3月15日㈯　13時30分～
15時30分
■場所　佐原中央公民館3階大会議室
■講演内容　あきらめていませんか。
股関節や膝関節の痛み
■講師　県立佐原病院整形外科医長
高澤誠氏
■定員　200人
■参加費　無料（事前申込不要）
県立佐原病院 ☎（54）1231

催 し

絵本の読み聞かせ

　「語るべぇ栗源」の皆さんが心地よ
い物語の世界へご案内します。また、
バルンアートの体験もできます。
■対象　幼児、小学1～3年生と保護者
■日時　3月15日㈯　10時～
■場所　栗源保健センター１階機能
訓練室
■参加費　無料
生涯学習課栗源担当 ☎（75）2171

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　3月11日㈫～16日㈰　9時
～17時（16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
小見川市民センター「いぶき館」

☎（82）1123

パッチワーク教室
修了作品展

　山田公民館によるパッチワーク教
室の修了作品展を開催します。
　また、修了生同好会、手作りハウ
スTOMOの作品も併せて多数展示し
ています。
　小さな布片から生み出されるキルト
の芸術を鑑賞ください。
■日時　3月19日㈬～23日㈰　9時
～17時（最終日のみ16時）
■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　ポーチ、バッグ、タペ
ストリー、つるし雛など
山田公民館 ☎（78）4431

県立東庄県民の森
木工クラフト体験

■対象　小学生以上
■日時　3月22日㈯～4月6日㈰　9
時30分～15時
■内容　動物の置物、木の実を使っ
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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!

結婚相談  み つ ば
私たちが承ります

〒300-0423
稲敷郡美浦村茂呂1039-1
tel＆fax.029-893-2039

担当：江田

小さな相談室から

大きな幸せを！

た工作、マイ箸づくりなど
■定員　1日につき5組10人
■参加費　200円～500円
事前に県立東庄県民の森管理事務

所 ☎（87）0393

KIFA
国際交流パーティー

　外国人の皆さんと日本文化の体験
を通じて交流しませんか。
■日時　3月23日㈰　11時～15時
■場所　佐原商工会議所4階大ホール
■内容　日本語スピーチコンテストや
日本文化体験（お茶、書道、ちぎり絵）
のほか、餅つき体験や素敵な景品が
当たる抽選会
■参加費　300円（小学生以下無料）
■定員　50人（先着順）
3月7日㈮までに電話で国際交流協

会事務局（市民活動推進課内）
☎（50）1261

千葉県作業療法士会学会
一般公開

■日時　3月9日㈰　13時～
■場所　国保旭中央病院大講堂
■参加費　無料
■内容
◇特別講演　生活習慣病は脳の病気
でもある
◇講師　関谷医院院長　関谷貞三郎氏
◇シンポジウム　東総地区の現状と
これから
◇座長　大熊明氏（デイサービスセン
ターあおぞらケア・リハビリ）
九十九里ホーム病院　木内

☎0479（72）1131

無料相談

法律無料相談

■日時　3月26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
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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10日㈪　佐原税理士法人　伊
藤事務所（佐原イ340） ☎（52）6052
◇3月17日㈪　佐原税理士法人　佐
藤公彦（北3-8-6） ☎（52）2511
※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

建築無料相談

■日時　3月15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　3月15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

暮らしとこころの
無料相談会

　弁護士や臨床心理士、精神保健
福祉士が借金や生活、雇用、ここ
ろの問題について、相談を受け付け
ます。
■日時　3月15日㈯　13時～16時
（予約不要）
■場所　中核地域生活支援センター
海匝ネットワーク（旭市イの1775）
千葉県弁護士会
 ☎043（227）8431

労働無料相談

■日時　3月19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

佐原公民館祭り
　公民館教室・講座の受講生や登録
サークル会員が、1年間の学習成果
を発表します。
■日時　3月7日㈮～9日㈰　9時～
16時30分
■場所　佐原中央公民館
■入場料　無料
■内容　作品展示、体験、プレゼント、
試食など
※体験、プレゼント、試食などは、
数量や日時が限定されています
佐原中央公民館 ☎（55）1151

公民館交流会
　山田公民館・佐原中央公民館の主
催教室やサークルなどで学ぶ人たち
が音楽や舞踊など1年間の学習成果
を舞台発表します。
■日時　3月16日㈰　9時50分～
　　　　開場9時20分
■場所　山田公民館ホール
■入場料　無料
山田公民館 ☎（78）4431
佐原中央公民館 ☎（55）1151

佐原公民館祭り・公民館交流会

Event Schedule イベントスケジュール

佐原中央公民館 ☎（55）1151

○香墨会書道展
　3月11日㈫13時～16日㈰16時

佐原文化会館 ☎（55）1161

　耐震補強大規模改修工事のため休館

いぶき館 ☎（82）1123

○ヤマハ音楽発表会
　3月2日㈰　13時～15時30分
○初心者絵画教室修了作品展
　3月11日㈫～16日㈰　9時～17時
○パッチワーク教室修了作品展
　3月19日㈬～23日㈰　9時～17時
○小見川文化協会写真部初心者グループ作
　品展示会
　3月25日㈫～30日㈰　9時～17時（25日
　㈫は13時～17時、30日㈰は9時～16時）
○ピアノ発表会
　3月23日㈰　14時30分～16時30分

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　3月2日㈰・9日㈰・23日㈰・30日㈰
　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　3月8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
◇今月の休館日
　3月3日㈪・10日㈪～17日㈪・24日㈪・
　31日㈪

小見川図書館 ☎（80）0511

◇今月の休館日
　3月3日㈪・10日㈪・17日㈪～21日㈷・
　24日㈪・31日㈪
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