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匝瑳市役所企画課　☎0479-73-0081
メール：k-senryaku@city.sosa.lg.jp
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※詳細は匝瑳市ホームページへ！ http://www.city.sosa.lg.jp/

匝瑳市 婚活 検  索

申し込み
問い合わせ

婚活のプロが企画する
ティーパーティー

じっくり話せる
ティーパーティー

再婚
活編

６月８日（日）１４時～ ６月22日（日）１４時～
会場…ヒューマンプラザ黄鶴（旭市）
対象者…20～45歳の独身者
申込締切…５月２３日（金）

会場…匝瑳市内飲食店
対象者…再婚を希望する人、又は
　　　　相手が再婚でもOKな人
申込締切…６月６日（金）

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」多目的ホール
日時／5月11日㈰
開場／11時　開演／11時30分

ケ歌謡祭

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!

暮らしの情報
2014.MayInformation

募 集

ミスあやめコンテスト
出場者

■対象　18歳以上の未婚の女性（高
校生を除く）
■日時　6月1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　主催者が用意した娘船
頭姿で審査
5月23日㈮までに下記へ

水郷佐原観光協会 ☎（52）6675
佐原商工会議所 ☎（54）2244

1331お知らせ

介護家族のつどい
（白ゆりの会）
■対象　認知症の人を介護している
家族など
■日時　5月16日㈮　13時30分～
15時30分
■場所　市役所3階301会議室
■内容　介護の相談・悩み・不安の
解消・情報交換
佐原地域包括支援センター

☎（50）1231

県民が集う 「看護の日」

■日時　5月17日㈯　11時～15時
■場所　イオンモール銚子
■内容　健康チェック（血圧・体脂肪・
血管年齢・肺年齢・骨密度の測定、
健康・介護・看護の相談など）
島田総合病院　加藤

☎0479（30）7034

猟銃による有害鳥獣捕獲を
実施します
　市では、有害鳥獣による農作物へ
の被害を防止するため、地元猟友会
の協力により、猟銃を使用した有害

鳥獣捕獲を実施しますので、ご理解
とご協力をお願いします。
　期間中、山林などに立ち入る際に
は、目立つ服装や音の出るものを身
に着けるなどの注意をしてください。
■日時　5月12日㈪～30日㈮　日の
出から日没まで
■場所　佐原地区および小見川地区
全域（市街地を除く）
環境安全課 ☎（50）1248

1442講座・教室

ちびっこ料理教室

■対象　小学3～6年生
■日時　5月～9月の第4土曜日　10
時～13時
■場所　山田児童館
■内容　第1回（5月24日㈯）は、ホッ
トケーキ、フルーツヨーグルト
■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　5月21日㈬・23日㈮・
28日㈬・30日㈮の全4回　
◇Ｂコース　6月4日㈬・6日㈮・11
日㈬・13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（北
1-7-2）
■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となり
ます
■参加費　3,000円（保険料込み）
5月7日㈬から生涯学習課

☎（50）1221

メンズライフ講座「極」
男を磨くメンズヨガ
■対象　市内在住・在勤の成人男性
■日時　6月12日㈭・19日㈭・26日
㈭　13時30分～15時
■場所　山田公民館2階和室
■定員　20人（先着順、最少開催人
数10人）

■参加費　300円
■持物　大きめのバスタオル、フェイ
スタオル
■その他　動きやすい服装でお越し
ください
※健康に不安のある人は、主治医に
相談の上、申し込みください
5月7日㈬から9日㈮までに小見川

生涯学習担当 ☎（82）1193

ヨガ教室

■対象　市内在住・在学・在勤者
■日時　6月12日㈭・19日㈭・26日㈭、
7月3日㈭（全4回）　19時～20時30分
■場所　香取市民体育館武道場
■定員　40人（先着順）
■参加費　1,500円（保険料含む）
5月7日㈬から生涯学習課

☎（50）1221

香取郡市手話奉仕員養成講
座（前期）
■対象　手話奉仕員養成講座入門課
程を修了していない人で市内在住・
在勤者
■日時　6月6日～12月19日の毎週
金曜日　19時～21時（全27回）
■場所　佐原中央公民館
■定員　25人
■費用　6,920円（テキスト代、日本
聴力新聞購読料、別途自己負担あり）
5月15日㈭までに社会福祉法人千

葉県聴覚障害者協会千葉聴覚障害者
センター　佐藤
☎043（308）6373　 043（308）6400

231催 し

佐原のふな釣り大会

■日時　5月11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時までに計量を
した後、表彰式会場（水の郷さわら川
の駅）へ集合
■参加費　700円（小中学生500円）
■その他　参加者全員に豪華なプレ
ゼントがあります。競技方法、審査
方法などは問い合わせください
■申込　申込書に記入し、参加費を
添えて水郷佐原観光協会、または申
込取扱店の各釣具店まで。当日は水
の郷さわら川の駅でも受け付け可
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25日㈰　6時～14時　
受付5時30分～（雨天決行）
■受付場所　くろべ運動公園ボート
艇庫前
■場所　黒部川（昭和橋～ 黒部大
橋）、小堀川（新開橋～ 一ノ分目排水
機場）
■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し、計
量後、表彰式
■参加費
◇事前受付　600円（女性・中学生
以下500円）
◇当日受付　800円（女性・中学生
以下600円）
■その他　参加者全員に豪華なプレ
ゼントがあります。競技方法、審査
方法などは問い合わせください
■申込　5月24日㈯までに高橋釣具
店、釣具のつくば屋へ。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

絵本の読み聞かせ

■対象　幼児、小学校1～2年生と保
護者
■日時　5月17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
栗源生涯学習担当 ☎（75）2171

小野川に下座舟

■日程　5月4日㈷…如月会囃子連、
6月1日㈰…花崎囃子連、6月7日㈯
…千秋会囃子連、6月8日㈰…葦切
会、6月21日㈯…東関戸連
※内容が変更となる場合があります
ので、事前に問い合わせください
■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

歌謡オンステージ

■日時　5月17日㈯　13時～
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」
■内容　チャリティ歌謡ショー
■入場料　無料
小見川ニュー歌謡友の会　笠井

☎（83）3547

…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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自然観察会

■日時　5月18日㈰　9時～正午（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12日㈪（必着）までに、住所、

氏名、年齢、性別、電話番号を明記
し、郵送、ファクスまたはメールで、
〒287-8501 佐原ロ2127　環境安
全課 ☎（50）1248　 （54）1290

kankyo@city.katori.lg.jp

ボーイスカウト体験集会

■対象　保育園・幼稚園の年長園児、
小学1・2年生
■日時　5月18日㈰　13時30分～
15時、25日㈰　10時～正午、14
時～15時30分
■場所　香取神宮神徳館
■内容　野外でのゲーム体験
香取神宮　香田、椎名、佐川

☎（57）3211

ミックスダブルス
テニス大会
■日時　6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　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5月11日㈰）から体育協会佐原
支部 ☎（55）0003

市民ハイキング

■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　5月18日㈰　7時30分山田
Ｂ＆Ｇ海洋センター出発
■場所　埼玉古墳群散策コース（埼
玉県行田市）
■定員　70人（先着順）
■参加費　1,500円
5月8日㈭・9日㈮の8時30分から

17時までに参加費を添えて直接山田
Ｂ＆Ｇ海洋センター
※1人の申し込みで4人まで（電話申
込不可） ☎（78）3204

月例星空観望会

■日時　5月10日㈯、6月以降は毎
月第1土曜日　18時～20時（曇りお
よび雨天の場合は中止）

■場所　水郷天文クラブ観測所（富
士測量㈱敷地内（津宮2272））
■内容　月や星座、惑星など天体望
遠鏡による観望
■参加費　無料
事前に電話で水郷天文クラブ（富

士測量㈱内）  ☎（55）0301

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12日㈪　岩立和雄税理士事務
所（岩ヶ崎台21-3） ☎（54）1987
◇5月19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　5月17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

　鹿島アントラーズフレンドリータウ
ンデイズ「香取市の日」を、5月17日
㈯の徳島ヴォルティス戦で開催しま
す。観覧席としてカテゴリー4、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り
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17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1階メインスタンド屋
外コンコース

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1日㈭～　市役所1階情報コー
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

※観覧席カテゴリー4は先着順
スタジアムツアー参加者募集
　カシマサッカースタジアムのインタ
ビュールームや選手控室、ピッチサイ
ドなどを回るツアーの参加者を募集し
ます。
■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　5月17日㈯　16時～
■募集数　20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
■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4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 
佐原ロ2127　企画政策課「スタジア
ムツアー」係
問い合わせ
企画政策課 ☎（50）1206
アントラーズファンクラブ事務局

☎0299（82）5555

5月
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 日 月 火 水 木 金 土

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館 ☎（55）1151

○佐原文協祭
　5月2日㈮9時～4日㈷16時
○Ｓ.Ｃ.Ｐ郷写真クラブ写真展
　5月13日㈫13時～18日㈰16時
○篠塚喜一写真展　冬色佐原
　5月20日㈫正午～25日㈰17時
○桑山二三男写真展
　5月27日㈫13時～6月1日㈰17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

○小見川文化協会展
　 5月3日㈷9時～4日㈷16時
○水郷カラオケ歌謡祭
　5月11日㈰　11時30分～17時
○歌謡オンステージ
　5月17日㈯　13時～17時
○家庭教育講演会
　5月24日㈯　14時20分～15時50分
○小見川民謡民舞祭
　5月25日㈰　9時～16時

山田公民館 ☎（78）4431

○山田文化協会展
　 5月17日㈯9時～18日㈰16時

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　5月4日㈷・11日㈰・18日㈰・25日㈰
　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　 5月10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（小見川図書館も同じ）
　 5月5日㈷・7日㈬・12日㈪・19日㈪・
26日㈪・30日㈮

「香取市の日」
フレンドリータウンデイズフレンドリータウンデイズ

借金の整理 不動産・建築

離婚・相続自己破産 過払金回収

（完全予約制）
問合せ・ご予約は

平日夜間対応可
秘密厳守0299-91-1171

神栖ひまわり基金法律事務所
弁護士 瀧 智英・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

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

日本ブライダル連盟・NPO法人加盟

デアイノバ タカハシ

　4月から広告料金が安くなり長期割引
も始めました。会社や店舗・イベントの
PRなどにご利用ください。
問い合わせ　秘書広報課 ☎(50)1204

広 告
募集中!
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