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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

午後のティータイムのように
ふんわり、ゆったりとした韓国語教室

マンツーマンレッスン
教室（自宅）or出張レッスン
韓国料理を味わう受講も可
月4回×約90分 10,000円

韓国語ホームスクール
香取市観音450-12

☎090-6134-7878（井出）
http://ameblo.jp/metel999chs/

自衛官

■応募資格　高卒（見込み含む）で21
歳未満（平成27年4月1日現在）の日
本国籍を有する人
※防衛大学校推薦のみ要学校長推薦
防衛大学校学生（推薦）
◇受付期間　9月5日㈮～9日㈫
◇試験期日　9月27日㈯・ 28日㈰
防衛大学校学生（総合選抜）
◇受付期間　9月5日㈮～9日㈫
◇試験期日　9月27日㈯
防衛大学校学生（前期）
◇受付期間　9月5日㈮～30日㈫
◇試験期日　11月8日㈯・9日㈰
防衛医科大学校医学科学生
◇受付期間　9月5日㈮～30日㈫
◇試験期日　11月1日㈯・2日㈰
防衛医科大学校看護学科学生
◇受付期間　9月5日㈮～30日㈫
◇試験期日　10月18日㈯
自衛隊千葉地方協力本部成田地域
事務所 ☎0476(22)6275

お知らせ

第2回国保小見川総合病院
建て替え整備検討委員会
　会議は傍聴することができます（当
日受付、先着順）。
■日時　9月9日㈫　13時30分～
■場所　小見川市民センター「いぶ

き館」3階小ホール
国保小見川総合病院総務課

 ☎（82）0301

オストメイト社会適応訓練
講習会
■日時　9月20日㈯　13時～16時
受付12時30分～
■場所　匝瑳市八日市場公民館3階
大会議室
■参加費　無料
■内容　講演「本格的ストーマケア」
※用具展示、メーカー・販売店を交
えた相談・情報交換会あり。事前予
約不要
(公社)日本オストミー協会千葉支部

千葉県オストミー協会　　　
　☎043(309)7571

福祉講演会

■日時　9月11日㈭ 13時30分～16時
■場所　佐原中央公民館3階視聴覚室
■内容　障がいのある人の高齢化の
現状と支援について
9月8日㈪までに中核地域生活支援

センター香取ネットワーク ☎(50)2800
ＮＰＯ法人香取の地域福祉を考える会
 ☎(52)3888

犬・猫の不妊・去勢手術
費用の一部助成
　犬・猫に不妊・去勢手術を受けさ
せる人に、手術費用の一部を助成し
ます。
■助成額　5,000円(1世帯につき1
頭のみ。応募者多数の場合は抽選)

※不妊・去勢手術と同時にマイクロ
チップを装着する人には、1,000円
の助成あり
■申込　9月20日㈯から26日㈮まで
に、(公社)千葉県獣医師会へ所定の
往復はがきで。応募用紙は、(公社)
千葉県獣医師会ホームページや同獣
医師会会員の動物病院、環境安全課
にあります。
http://www.cpvma.com/pet/

hunin_kyosei.htm
(公社)千葉県獣医師会

☎043(232)6980
(公財)千葉県動物保護管理協会　

☎043(214)7814

献血にご協力を
お願いします
■日時　9月30日㈫　10時～11時
45分、13時～16時
■場所　市役所
健康づくり課 ☎(50)1235

県立銚子特別支援学校　
学校公開
■日時　9月24日㈬　9時20分～正
午　受付9時
■場所　県立銚子特別支援学校(銚
子市三崎町3-94-1)
■内容　学校施設と授業の公開
県立銚子特別支援学校　保科　

☎0479(22)0243

催 し

小野川に下座舟

■日程　９月21日㈰…新和下座連、
９月28日㈰…分内野下座連、10月4
日㈯…佐原囃子連中
※日程および内容が変更となる場合
があります
■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で実施
商工観光課 ☎(50)1212

Living English in Katori
～観光・おもてなしの英会話～

　「自己紹介」や「観光名所での会話」
などをテーマに英会話の実践を行い、
通訳スタッフが補助します。

■対象　飲食店、観光案内業務、ホー
ムステイ受け入れなど、外国人と会
話をする機会がある人
■場所・日時　
町並み交流館
9月17日㈬、10月22日㈬、11月19
日㈬　9時30分～11時30分
佐原商工会議所
12月3日㈬　9時30分～正午
■参加費　無料
■講師　グラント・スティーブン氏ほか
国際交流協会事務局(市民活動推

進課内) ☎(50)1261

市民登山ハイキング

■対象　市内在住・在勤・在学の健
脚な人
■期日　10月19日㈰・20日㈪ 1泊2日
■場所　福島県あだたら山・五色沼
など　
※天候などにより、コースを変更する
場合があります
■定員　40人（先着順）
■参加費　13,000円（保険料を含む）
9月7日㈰8時30分から正午までに

参加費を添えて生涯学習課(1人の申
し込みで4人まで） ☎(50)1221

コーラスフェスタinさわら

■日時　9月28日㈰　13時30分～
開場13時　 
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」多目的ホール
■入場料　無料
■出演　芦笛、佐原グリーンハーモ
ニー、佐原混声合唱団、房総の会コー
ラ・ボーチェ、水と森混声合唱団
コーラスフェスタ実行委員会 八城
 ☎090(8873)9386

空の日フェスティバル

　「空の日」「空の旬間」にちなみ成田
空港や航空科学博物館でイベントを
開催します。
成田空港イベント
■日時　9月21日㈰　10時30分～
16時40分
■場所　成田空港第2旅客ターミナ
ルビル前中央広場
■内容　地元団体などによるステー
ジイベント、子ども向けキャラクター
ショー、特別ゲスト、お楽しみ抽選会
成田国際空港㈱ ☎0476(34)5404
航空科学博物館イベント
■日時　9月20日㈯・21日㈰　10時
～17時

…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

募 集

■期日　9月14日㈰・15日㈷（荒
天時は20日㈯・21日㈰に延期）
■場所　道の駅くりもと紅小町の郷
■内容　新米フェア(おにぎりやお
餅の無料配布)、栗源特産の梨・
ぶどうや地元産新鮮野菜の特売
会、新サツマイモの蒸かしいも・焼
きいもの食べ比べなどが行われま
す。
参加・体験イベント　
サツマイモ・落花生掘り大会（14日・
15日）、ニジマス釣り大会（14日　

正午～）・ザリガニ釣り大会（15日
正午～）
ステージイベント　
かかし祭りコンテストの表彰式（15日）

旬の味覚を存分に楽しもう！

道の駅くりもと紅小町の郷
問道の駅くりもと紅小町の郷　☎（70）5151

《地域一番の品揃え ！》
きもの

☎83－1089 ☎83－1239
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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

9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

■場所　航空科学博物館(入館無料)
■内容　
◇20日㈯　お天気フェア、こども模型
飛行機教室、キャラクターショーなど
◇21日㈰　ブーメラン製作教室　
※2日間とも、ご当地キャラクター館
内巡回、地元物産販売あり
航空科学博物館 ☎0479(78)0557

香取市民卓球大会

■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　9月21日㈰　9時～
■場所　香取市民体育館
■種目　男女団体戦(シングルス4、
ダブルス1)およびシングルス、男女
シニアシングルス(少数の場合、一般
に組み入れ)
■参加費　無料
■申込　9月18日㈭までに郵送ま
たはファクス(電話不可)で体育協会
卓球部　篠塚(〒287-0003佐原イ
3374） (54)3477
体育協会佐原支部 ☎(55)0003

講座・教室

子どもピンポン教室

■対象　市内の小学4年から中学2
年生までの児童・生徒とその保護者
■日時　10月2日から11月13日ま
での毎週木曜日(全７回)　19時30分
～21時(初日は19時から開級式)
■場所　小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター体
育館
■定員　30人（先着順）
■参加費　500円
9月23日㈷までに小見川スポーツ・

コミュニティセンター ☎(83)0101

ヘタでいい　ヘタがいい
「はじめての絵手紙教室」
■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　10月4日・18日、11月8日・
22日、12月13日の土曜日(全5回)
14時～16時
■場所　山田公民館
■募集数　20人(最少開催人数10人)
■参加費　絵手紙セット代8,000円程度
■持物　筆を拭くための布
9月5日㈮から12日㈮までに山田

公民館 ☎(78)4431

ものづくり体験
（スイーツデコ）
■対象　18歳まで
■日時　9月14日㈰　13時～16時
（15時30分まで随時受け付け）
■場所　山田児童館　
■内容　マカロンストラップ、デコマ
グネットなど
■参加費　200円程度
山田児童館

☎(78)1050

ボクササイズ教室

■対象　市内在住・在学・在勤者
■定員　40人
■日時　10月9日・16日・23日・30日
の木曜日(全4回)　19時～20時30分
■場所　香取市民体育館アリーナ
■参加費　1,500円(保険料含む)
9月8日㈪から生涯学習課　　　

　☎(50)1221

市民テニス講座

■対象　小学生以上
■日時　9月28日㈰　9時～正午　

受付8時45分～
■場所　くろべ運動公園テニスコート
■定員　30人（先着順）
■内容　コーチングスタッフによるテ
ニスレッスン
■参加費　 1,000円（当日支払い）
9月2日㈫から体育協会佐原支部
 ☎(55)0003

東総運動場
秋のウォーキング講習会
■対象　小学生以上
■日時　9月15日㈷
9時30分～正午　受付9時～
■場所　県総合スポーツセンター東
総運動場
■内容　基本的な歩き方、運動効率
の良いウォーキングなど
■参加費　300円（テキスト・保険料
含む）
県総合スポーツセンター東総運動

場 ☎0479(68)1061

無料相談

建築無料相談

■日時　9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

法律無料相談

■日時　9月17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

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。
◇9月8日㈪　郷古明子税理士事務所
（北3-11-2 小倉吉雄税理士事務所
内） ☎（52）3960
◇9月22日㈪　佐原税理士法人　伊
藤事務所（佐原イ340） ☎（52）6052
※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
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行政書士会による
無料相談
■日時　9月20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

☎50－5700

香取市木材協同組合
香取市産木材香取すぎを使いましょう香取市産木材香取すぎを使いましょう
地産地消、CO2削減、循環型経済形成のため

香取市木材協同組合香取市佐原イ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!

1人分

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館 ☎（55）1151

○香取科学工夫作品・論文展
　9月12日㈮～19日㈮15時
○鹿島水墨画教室　水墨画展
　9月25日㈭13時～27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

○千葉県障害者グループホーム講座
　9月14日㈰　13時～15時30分
○利根光影会写真展
　9月19日㈮～21日㈰　9時～19時（19日
　㈮は10時～19時、21日㈰は9時～16時）
○コーラスフェスタinさわら
　9月28日㈰　13時30分～

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　9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
　 9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
◇今月の休館日（小見川図書館も同じ）
　 9月1日㈪・8日㈪・15日㈷・22日㈪・
24日㈬・29日㈪・30日㈫材料4人分

サツマイモ…… 150g
　　クリームチーズ … 75g
　　ヨーグルト …大さじ2
　　砂糖…大さじ1と1/2
リンゴ………… 1/2個
柿……………… 1/2個

①サツマイモは厚めに皮をむき、茹でて水を切り、つぶしてクリームチーズ、
砂糖､ ヨーグルトと合わせ、冷ましておく。
②リンゴと柿は４つ割りの薄切りにする。
③リンゴと柿を①であえる。
※食べる直前にあえましょう｡ 季節の果物を使ってみましょう
問い合わせ　健康づくり課　☎(50)1235

【作り方】

食生活改善
推進員の

エネルギー 167㎉
塩分 0.1g

食物繊維たっぷり！
秋の味覚デザート風サラダ！

さ
つ
ま
い
も

サ
ラ
ダ

のおすすめメニュー旬

皮 茹 水 切
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