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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/
☎0479-21-7040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!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

暮らしの情報
2014.JulyInformation

消防職員

■職種　消防職（初級）
■募集数　6人程度
※うち救急救命士免許取得者または
救急救命士国家試験受験資格取得者
および同受験資格を平成26年度に取
得見込みのもの若干名
■受験資格　昭和61年4月2日から
平成9年4月1日までに生まれた人で
学歴不問。身長おおむね160㎝以上、
体重おおむね50㎏以上（女性は身長
おおむね155㎝以上、体重おおむね
45㎏以上）、胸囲おおむね身長の2
分の1以上、両眼とも裸眼視力0.3以
上、色覚正常、聴力左右用件で正常、
消防活動従事のため身体が強健であ
ること
■申込書の配付　7月1日㈫から香
取広域市町村圏事務組合事務局、消
防本部、各署所および市役所、各支
所などで配付
■試験申込　申込書に写真を貼付、
必要事項を記入し消防本部総務課へ
持参または郵送
■受付期間　7月29日㈫～8月15日
㈮（当日消印有効）
■試験日　9月21日㈰

■試験会場　県立佐原高校
香取広域市町村圏事務組合消防本

部総務課 ☎（52）1191

家庭に恵まれない子どもの
里親を募集します
　子どもが健やかに成長するために
は安定した家庭環境の中で温かい愛
情が必要です。
　親の病気や離婚など、さまざまな
事情により、家庭的な温もりを求め
ている子どもを家族として迎え入れ、
愛情と誠意をもって親身になって育て
てくれる人（里親）を求めています。
銚子児童相談所 ☎0479（23）0076

小見川はんなり市出店者

　市内の事業所を対象に出店者を募
集します。
■日時　8月23日㈯　15時～20時
■場所　小見川駅前通り
7月7日㈪までに小見川はんなり市実行

委員会（香取市商工会内） ☎（82）3307

銚子漁港事務所土木技師

■募集数　1人
■資格　1級または2級土木施工管
理技士。測量士または測量士補の土
木技術経験者でも可
■雇用期間　採用の日から平成27
年3月31日まで
■給与　県の規定による
■休日　土・日曜日、祝日
銚子漁港事務所総務課　  

 ☎0479（22）6503

講座・教室

バルーンアート教室&
オカリナ入門教室
■対象　市内在住・在勤の成人　　
■講座内容
バルーンアート教室（全11回）　
◇日時　月2回または1回　日曜日　
10時～正午　7月27日㈰開講
◇定員　40人
◇教材費　3,000円
オカリナ入門教室（全14回）
◇日時　月2回　火曜日　14時～15
時　8月19日㈫開講
◇定員　20人
◇教材費　10,000円（オカリナ代含む）
■場所　佐原中央公民館
7月5日㈯から20日㈰までに申込

書に記入の上、教材費を添えて佐原
中央公民館 ☎（55）1151

なるほど！おたすけ防災講座

　日常生活に沿った防災救命講座。
防災センター見学で地震や風雨をリ
アルに体験できます。
■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　7月31日、8月7日・21日・
28日の木曜日（全4回）　13時30分
～16時
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」ほか
■定員　30人（先着順。最少開催人
数15人）
■内容　身近な防災対策や応急処
置、千葉県西部防災センター見学、
消防署員による普通救命講習受講で
修了証も取得
7月2日㈬から4日㈮までに小見川

生涯学習担当 ☎（82）1193

ハワイアンキルト教室

　お買い物や習い事に最適なトート
バッグを作ります。
■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　7月23日・30日、8月6日・
20日・27日の水曜日（全5回）　18
時30分～21時（初回のみ開講式のた
め18時集合）

■場所　山田公民館
■定員　20人（最少開催人数10人）
■参加費　4,000円程度（実費負担）
■持物　裁縫道具、鉛筆、定規、ハ
サミなど
7月4日㈮から11日㈮までに山田

公民館 ☎（78）4431

療育に関するミニ勉強会

　「障害のある児童の放課後預かりと
長期休暇について」をテーマにミニ勉
強会を開催します。
■日時　7月17日㈭　18時30分～
20時30分
■場所　市役所5階501会議室 
※別室にて子どもを預かります（無料）
■参加費　無料
7月11日㈮までに次へ
香取海匝地域療育システムづくり検
討会（ロザリオ発達支援センター内）
☎0479（60）0625　 0479（60）0688
社会福祉課 ☎（50）1252  （55）1885

シニア健康プラザ
トレーニング機器利用講習会
■対象　60歳以上の市内在住で初
めて受講する人
■ 日 時　7月10日・17日・24日・
31日の木曜日（全4回）　13時～14
時30分（Ａグループ）、14時45分～
16時15分（Ｂグループ）
■場所　シニア健康プラザ（佐原ロ
2028-92）
■内容　トレーニング機器の使い方
の習得
■参加費　500円（傷害保険代）
■定員　Ａ、Ｂグループ各7人（先着順）
■持物など　運動ができる服装、飲
み物、タオル、上履き
高齢者福祉課 ☎（50）1208

小見川高校
初心者パソコン講座
■対象　パソコン初心者
■日時　7月26日、8月2日・9日・
23日の土曜日（全4回） 10時～15時
■場所　小見川高校パソコン教室
■内容　初心者のためのワード・エ
クセルの基礎講座
■定員　40人（先着順）
■参加費　2,700円（テキスト代含む）
7月11日㈮までに県立小見川高校
　早川 ☎（82）2146

ウォーキング教室

■日時　7月12日㈯　9時～正午　
（雨天中止）

…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

　市では、地域の特色を生かした地
域課題の解決や地域振興に取り組む
事業に対し、助成を行っています。
　この地域振興事業の実施団体を追
加募集します。
■対象事業
◇福祉、まちづくり、環境その他の
分野に係る地域の身近な課題を解決
しようとする事業　など
◇補助金交付決定の日から平成27
年3月31日㈫までに終了する事業
■補助額　対象経費の10分の9、ま
たは10分の8以内（上限20万円）

■応募方法
　募集要項をご覧の上、必要書類を
7月15日㈫（必着）までに市民活動推
進課へ提出ください（各支所地域班を
経由して提出することも可）。
　募集要項および申請書類は、市民
活動推進課、各支所で配布のほか、
市ホームページからもダウンロードで
きます。
 http://www.city.katori.lg.jp

■決定方法　提出書類に基づく審査
を行い、決定します

地域振興事業を　
 追加募集します

募 集

問市民活動推進課　☎(50)1261
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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

7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

■場所　小見川支所前集合　当日受付
■内容　3～4㎞のウォーキング
■参加費　300円（保険、資料代）
■持物など　運動のできる服装、タ
オル、飲み物
東総歩こう会   小早志 ☎（54）2467

旧清見屋、日本通運倉庫
解体工事が始まります
　旧清見屋、日本通運倉庫解体工事
が始まります。
　工事車両通行などでご迷惑をおか
けしますが、ご理解とご協力をお願
いします。
■工事期間　平成27年2月27日㈮ま
で　8時～17時30分（日曜日を除く）
商工観光課 ☎（50）1234

献血にご協力を
お願いします
■場所・日時
市役所
◇7月4日㈮　10時～11時45分、13
時15分～16時
小見川支所
◇7月22日㈫　10時～11時45分、
13時15分～16時
健康づくり課  ☎（50）1235

41624162公用車購入の見積りを公募します
　市公用車を購入するため、公募に
よる見積り合わせを実施します。
■見積り対象　市公用車
■公募できる人　市内に本店または
営業所を有する自動車販売業者（法
人または事業所を有する人）
■申込期間　7月1日㈫～15日㈫
■見積書提出日　7月24日㈭
■その他　対象車詳細、見積り参加
資格、見積書提出方法などは、財政
課で配布する公募型見積り合わせ説
明書をご覧ください
財政課 ☎（50）1207

空き地は適切に管理を

　土地を所有または管理している人
は、年間を通じて定期的に雑草の除
去を行うなど、日頃から適正な維持
管理をお願いします。
　雑草が生い茂ると、害虫の発生や
火災・犯罪・不法投棄などが起こり
やすくなり、垣根の枝木などが道路
上に出ると緊急車両の通行の妨げに
なるなど、周辺の生活環境の悪化を

招く恐れがあります。
環境安全課 ☎（50）1248

サマージャンボ宝くじ発売

　1等前後賞合わせて6億円。サマー
ジャンボミニ6,000万円と同時発売。
宝くじの収益金は、市町村の明るく
住みよいまちづくりに使われています。
■発売期間　7月4日㈮～25日㈮
■発売方法　全国の宝くじ売場。通
信販売でも購入できます
■発売単価　1枚300円
■抽選日　8月5日㈫
（公財）千葉県市町村振興協会

☎043（311）4162

福祉のしごと
就職フェア・inちば
　社会福祉施設・事業所などへ就職
を希望する人を対象に就職相談・説
明会を開催します。
■日時　7月13日㈰　13時～16時
■場所　幕張メッセ国際会議場コン
ベンションホールほか
■参加費　無料
■申込　事前予約・履歴書などは不
要。直接会場へお越しください
千葉県社会福祉協議会千葉県福祉

人材センター ☎043（222）1294

231催 し

サマーコンサート

　楽しい曲、懐かしい曲がたくさん
演奏されます。
■日時　7月6日㈰　14時～　13時
30分開場
■場所　山田公民館ホール
■出演　小見川吹奏楽団、山田中学
校吹奏楽部
■入場料　無料
■定員　300人
山田公民館 ☎（78）4431

絵本の読み聞かせ

　「語るべぇ栗源」の皆さんと一緒に、
絵本や紙芝居に親しむ、やさしいひと
ときを過ごしてみませんか。楽しいバ

ルーンアートもあります。
■対象　幼児・小学１・2年生と保護者
■日時　7月12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

枝豆種まき＆収穫体験

　土をいじり、自分で種をまき、自分
で収穫します。親子で楽しく体験して
みませんか。
■対象　小学生とその家族
■内容・日時
◇種まき　7月19日㈯　9時30分～正午
◇収穫　10月11日㈯　14時～16時
30分
■場所　やまとの森（新里）
■定員　15人程度
■参加費　300円
■持物など　軍手、水筒、手洗い用
水（2リットル）、汚れてもよい服装
山田児童館 ☎（78）1050

無料相談

建築無料相談

■日時　7月19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

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。
◇7月7日㈪　岩立和雄税理士事務所
（岩ヶ崎台21-3） ☎（54）1987
◇7月28日㈪　野村勲税理士事務所
（南原地新田353） ☎（80）0558
※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　7月19日㈯　12時30分～
16時30分（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
〈広告〉

《地域一番の品揃え ！》
きもの

☎83－1089 ☎83－1239

Event Schedule
イベントスケジュール

お知らせ

佐原中央公民館 ☎（55）1151

○リラの会絵画展
　7月1日㈫13時～6日㈰17時
○地図のまち佐原絵画作文展　
　7月8日㈫13時～12日㈯16時
○佐原美術会美術展
　7月15日㈫正午～20日㈰16時
○歯と口の健康図画ポスター展
　7月22日㈫13時～8月3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

○エレクトーンステージ行木堂大会
　7月5日㈯　13時～16時30分
○香取市高齢者クラブ連合会芸能大会
　7月11日㈮　13時～16時30分
○歌粋会チャリティカラオケ発表会
　7月13日㈰　9時30分～17時
○「自然との対話」写真展
　7月16日㈬～20日㈰　9時～21時（16日
　㈬は13時～21時、20日㈰は9時～18時）
○地図のまち・佐原2014絵画作文展
　 7月22日㈫～26日㈯　9時～22時（26
日㈯は17時まで）
○行木堂ピアノ発表会
　7月27日㈰　10時30分～16時

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　7月6日㈰・13日㈰・20日㈰・27日㈰
　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　 7月12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）
　7月7日㈪・14日㈪・21日㈷・28日㈪・   
　31日㈭

　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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