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秘密厳守・夜間対応可問合せ0299-91-1171
神栖ひまわり基金法律事務所

弁護士 瀧　 智英（茨城県弁護士会所属）
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

借 金 の 整 理 離 婚 ・ 相 続

金 銭 問 題

不 動 産・建 築各種民事・家事事件

破 産 過 払 金

TEL.0478（82）2941
小見川駅前
定休日　火曜日

アルビオン アンフィネス乳液をご購
入（現金払い）の方に、アンフィネス 
スキンケア４点セット（3,000円相
当の品）をプレゼント 12/1～12/31

200g
7,560円（税込）

冬期講習会生徒募集
12月23日より中学生のみ

まゆショッピングセンター駐車場前
アワノ学習教室　☎52-9765

奥座敷有り・商談会合
予約受付中　☎52-9765

軽食・喫茶・小物　ＫＭＫ

市民文化祭参加者
(栗源会場)
■対象　市内在住・在学・在勤者、
市内に所在する団体
■期日　平成27年1月31日㈯、2月
1日㈰
■場所　栗源市民センター「さつき館」
■参加費　無料
※詳しくは、栗源市民センターなどに
設置してある参加募集要項・申込書
をご覧ください
■申込　12月1日㈪から26日㈮まで
に申込書を栗源生涯学習担当
 ☎（75）2171
生涯学習課 ☎（50）1224

小中学校・幼稚園
臨時職員
■対象　心身ともに健康な人
■職種
学校用務員
◇内容　校内の環境整備（草木の手
入れや簡易な修理）、巡回点検など
◇採用予定日　平成27年4月1日㈬
◇勤務時間　8時～15時45分（土・

日曜、祝日を除く）
◇賃金　時給870円
特別支援教育支援員
◇内容　障害などを抱えた子どもの
学校生活のサポートなど
◇採用予定日　平成27年4月6日㈪
◇勤務時間　8時30分～14時45分
（学校休業日を除く）
◇賃金　時給950円
■募集数　いずれも若干名
■選考　面接
■申込　12月12日㈮までに履歴書
を持参し、学校教育課
学校教育課 ☎（50）1239

講座・教室

栗っ子クッキング

■対象　市内小学1～6年生
■日時　平成27年1月17日㈯　9時
～（4時間程度）
■場所　栗源市民センター「さつき
館」2階調理室
■定員　16人程度
■参加費　500円（材料費）
12月15日㈪までに

栗源生涯学習担当 ☎（75）2171

県立佐原病院健康教室

■日時　12月12日㈮　16時～
■場所　県立佐原病院1階多目的
ホール
■内容　脳血管障害の現状について
■講師　県立佐原病院医療局長（脳
神経外科）
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院 ☎（54）1231

お知らせ

献血にご協力を
お願いします
佐原中央公民館
■日時　12月5日㈮　10時～11時
45分、13時～16時
佐原ライオンズクラブ　鈴木

　☎（54）3511
市役所
■日時　12月24日㈬　10時～11
時45分、13時～16時
健康づくり課 ☎（50）1235

「臨時福祉給付金」の
受け付けが間もなく終了
■対象　平成26年1月1日時点で住
民票が香取市にあり、平成26年度
分市民税（均等割）が課税されない人
（課税されている人に扶養されている
場合や生活保護制度の被保護者と

なっている場合は対象外） 
※対象と思われる人には6月と8月に
通知しています
■受付期限　12月26日㈮
※期限を過ぎた場合、原則、受け付
けすることができません。早めに申請
してください
社会福祉課 ☎（50）1268

国保加入者の入院医療費
一部負担金の減免
　災害や失業などの特別な事情に
より、一時的に医療費の一部負担金
（病院の窓口で支払う本人負担分）
の支払いが困難と認められる場合に
は、申請により一部負担金が減免に
なることがあります。
　詳しくは問い合わせください。
市民課 ☎（50）1228

父子家庭向けの
貸付事業の開始
　20歳未満の児童を扶養している父
子家庭の経済的自立を応援するため、
無利子または低利子で資金の貸し付
け（修学資金・事業開始資金など）を
行っています。
　詳しくは相談ください。
児童母子相談室 ☎（50）1121

発掘調査　現地説明会

　市教育委員会が発掘調査している
石
いし

仏
ぼとけ

遺跡（旧小見川西中学校跡）の現

…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

クリスマスコンサート

　代表的なクリスマスソングから最
近のポップスまで演奏される楽しい
コンサートです。ぜひ、家族で来場
ください。
■日時　12月21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
■定員　300人
■入場料　無料

クリスマス会

　お菓子の家を作りませんか？ 
■対象　小学生
■日時　12月21日㈰
13時～15時30分
■場所　山田児童館
■内容　お菓子の家
づくり、クリスマスパーティー
■定員　30人
■材料費　600円(お菓子の家・プレ
ゼント代)
■持物　うわばき・エプロン・三角巾

問山田公民館　☎(78)4431

絵本の読み聞かせと
かんたん工作教室

　絵本の読み聞かせや簡単なクリス
マスカードを作ります。必要な道具
はすべて図書館で用意します。
■対象　幼児（３歳以上と保護者）、
小学生
■日時・場所　
◇第1回　12月13日㈯　10時～11時
佐原中央公民館2階和室（まこも・
さつき）
◇第2回　12月20日㈯　14時～15時
小見川市民センター「いぶき館」3
階創作室
■定員　各20人程度
■参加費　無料
■申込　第1回は佐原中央図書館、
第2回は小見川図書館

ナリタエアポート クリスマ
ス・フェスティバル2014

　巨大ツリーの
点灯式や豪華
商品が当たる抽
選会、烈車戦隊
トッキュウジャー
ショーのほか、
大原櫻子さんの
アコースティックライブなど内容が
盛りだくさん。
■日時　12月13日㈯　10時～18
時30分（ステージは11時開始）
■場所　成田国際空港第2旅客
ターミナルビル前中央広場
※来場には、本人確認できるもの
（運転免許証、健康保険証、学生
証など）を持参してください

佐原中央図書館　☎(55)1343
　小見川図書館　　☎(80)0511

山田児童館　☎(78)1050

問実行委員会事務局（NAA地域
共生部内） ☎0476(34)5858
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地説明会を開催します。
　縄文時代、古墳時代、奈良・平安
時代の竪

たて

穴
あな

住居跡などが見つかって
います。ぜひご参加ください。
■日時　12月7日㈰　13時30分～　
（雨天中止）
■場所　石仏遺跡調査現場（旧小見
川西中学校跡、内野448-1）
■参加費　無料
※屋外での説明会ですので、暖かい服
装や、歩きやすい靴でお越しください
※駐車台数に限りがありますので、な
るべく乗り合わせで来場ください
生涯学習課 ☎（50）1224

佐原中央図書館正面入り口
前にスロープ設置
　佐原中央図書館では、高齢者、体
の不自由な人、車イスやベビーカー
などでお越しの人に、より気軽に図
書館を利用していただけるよう、玄
関前にスロープを設置しました。
佐原中央図書館 ☎（55）1343

所得税・消費税の決算
説明会
　税務署では、所得税や消費税およ
び地方消費税の申告書の作成などの
説明会を開催します。

■対象　個人で事業や農業、不動産
の貸し付けをしている人
■日時・場所
◇12月15日㈪　13時30分～16時
　市役所５階大会議室
◇12月16日㈫　13時30分～16時
　小見川市民センター「いぶき館」3
階304研修室
佐原税務署 ☎（54）1331

自動車税の
滞納処分を強化
　県では、自動車税の滞納がある人
に対し、給与・預金・自動車などの
差し押さえ（滞納処分）を平成27年3
月まで一層強化します。
　まだ納めていない人は、至急納付
してください。
香取県税事務所 ☎（54）1314
県税務課 ☎043（223）2127

催 し

伊能忠敬企画展
伊能図いろ色
　正確さで知られる伊能図は美しさ
も備え、描かれた色には、それぞれ
意味があります。今回は、伊能図を
「色」という視点で紹介し、藩や村の
色鮮やかな参考絵図も展示します。
■期間　12月2日㈫～平成27年1月
18日㈰
■休館日　月曜日（祝日の場合は開館）、
12月29日㈪～平成27年1月1日㈷
■入館料　500円（小中学生250円）

※市内在住・在学の小中学生・高校
生は無料
伊能忠敬記念館　 ☎（54）1118

語るべぇ栗源
絵本の読み聞かせ
■対象　幼児・
小学校1～3年
生と保護者
■日時
12月20日㈯
10時～
■場所　栗源市民センター「さつき
館」2階和室
■参加費　無料　
栗源生涯学習担当 ☎（75）2171

ふるさとさわら活性化
大いも煮会
　お年寄りからお子さんまで、温か
いいも煮汁を囲んで交流を深めませ
んか。
■日時　12月7日㈰　11時～14時
■場所　佐原信用金庫本店駐車場
社会福祉協議会 ☎（54）4410

無料相談

建築無料相談

■日時　12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

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。
◇12月8日㈪　大川惣一税理士事務
所（北3-3-6 シャトミーA106）
 ☎（52）1288
◇12月22日㈪　岩立和雄税理士事
務所（岩ヶ崎台21-3） ☎（54）1987
※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

法律無料相談

■日時　12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
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問題など
佐原信用金庫お客様相談室

　☎（54）2144

行政書士会による
無料相談
■日時　12月20日㈯　13時～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

《地域一番の品揃え ！》
きもの

☎83－1089 ☎83－1239

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

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!
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Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館 ☎（55）1151

○郡市図工・美術児童生徒作品展
　12月6日㈯～17日㈬13時
○千葉萌陽高校イラスト展
　12月20日㈯10時～26日㈮16時

いぶき館 ☎（82）1123

○佐原女声コーラスブリランテXmasコンサート
　12月20日㈯　14時～　開場13時30分～
○ピアノの発表会
　12月21日㈰　13時～16時
○ 小見川中学校合唱部･吹奏楽部クリスマ
スファミリーコンサート
　12月23日㈷　13時～15時

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　12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
　 12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）
　12月1日㈪・8日㈪・15日㈪・22日㈪・
　24日㈬・29日㈪～翌年1月3日㈯

1人分

材料4人分
大根 ......1/2本(500ｇ)
生鮭 ...... 3切れ(240ｇ)
塩 .................小さじ1/4
バター .................. 10ｇ
小麦粉 .............大さじ2
水 ........................400㎖
だしの素 .........小さじ1
牛乳 ....................400㎖
みそ .................大さじ1
グリーンピース ........大さじ2
粉山椒 ....................適宜

① 大根は乱切りにし、水から15分下茹
ゆ

でする。鮭は塩をふり、少しおいて水気
をとり、１切れを3～4つにそぎ切りにする。
②厚めの鍋にバターを溶かし、鮭を両面焼き、一度取り出す。
③ ②の鍋に①の大根を入れて炒め、小麦粉をふり入れる。水、だしの素を加えて
あくを取りながら、大根がやわらかくなるまで煮て鮭を戻す。
④③に牛乳を加え、みそを溶き入れて、ひと煮立ちさせ火を止める。
⑤器に盛り付け、グリーンピースを散らし、お好みで粉山椒をふる。
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 229㎉
カルシウム163㎎
塩分 1.6g

旬の野菜で簡単にカルシウム
が摂れる一品！

のおすすめメニュー旬

鮭
と
大
根
の

和
風
ス
ー
プ
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