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㈱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
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お電話
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　千葉県および県内全域市町村で
は、平成28年度から個人住民税
の特別徴収の取り組みを徹底する
こととなりました。
主たる勤務先以外からの
給与所得も特別徴収の対象
　平成28年度分個人住民税から、
特別徴収義務のある事業者の従業
員は、給与所得に対する個人住民
税を特別徴収により納めることとな
ります。複数の勤務先からの給与
所得がある場合、それらを合算し
た給与所得に対する個人住民税を

特別徴収義務のある事業者（主た
る勤務先）を通して特別徴収で納付
することとなります。
　なお、個人住民税は前年の所得
に対して課税されます。そのため、
平成27年中に複数の勤務先から
給与所得がある場合、それらを合
算した内容が平成28年度の給与
所得等に係る市民税・県民税特別
徴収税額の決定・変更通知書（市
が主たる勤務先に送付する文書）に
記載されます。制度へのご理解、
ご協力をお願いします。

市営住宅入居者

■入居資格　市内に住所または勤務
先があり、現在住宅に困っている人
※所得制限などがあります
■敷金　家賃の3カ月分
粉名口団地
■場所　佐原ロ2097番地7
■募集戸数　1戸
■種別　一般住宅（部屋は4階、昭
和60年築）
■家賃　1万8,200円～
■規格　3ＤＫ（6畳2間、4畳半1間、
台所、浴室〈浴槽、風呂釜は入居者
の負担で設置〉、水洗トイレ）
片野団地
■場所　片野411番地
■募集戸数　1戸
■種別　 高齢者用住宅（部屋は1階
平成2年築）
■家賃　1万3,300円～
■規格　3ＤＫ（6畳2間、4畳半1間、
台所、浴室〈浴槽、風呂釜は入居者
の負担で設置〉、水洗トイレ）
大戸団地
■場所　大戸川1956番地1
■募集戸数　5戸
■種別　一般住宅（部屋は1～4階、
昭和49年築・平成24・26年改修）
■家賃　1万4,700円～

■規格　2ＤＫ（6畳2間、台所、浴室、
水洗トイレ）
1月15日㈭から30日㈮までに都市

整備課 ☎（50）1214

お知らせ

佐原文化会館が
1月10日㈯から開館します

　佐原文化会館は、平成25年12月
から耐震補強・改修工事のため、休
館していましたが、工事が完了し、1
月10日㈯から開館します。工事期間
中は市民の皆さんにはご迷惑をお掛
けしました。
佐原文化会館 ☎（55）1161

献血にご協力を
お願いします
香取神宮
■日時　1月2日㈮～4日㈰　10時
～11時45分、13時～15時30分
佐原ライオンズクラブ　鈴木　

☎（54）3511
栗源市民センター「さつき館」
■日時　1月27日㈫　10時～11時45分
健康づくり課 ☎（50）1235

登載申請書
忘れずに提出を
　今年は農業委員会委員選挙が行わ
れます。農業委員会委員選挙人名簿
の登載申請を忘れずにしてください。
1月1日現在における農業委員会委員
選挙人名簿登載申請書に基づいて有
資格者を調査し、選挙人名簿に登載
します。選挙人名簿に登載されてい
ない場合は投票することができません。
　提出は1月10日㈯までです。農業
者（耕作面積10ａ以上など）で申請書
が届いていない場合は、問い合わせ
ください。
農業委員会 ☎（50）1226

農業者との意見交換会

　農業者が直面している諸問題、政
策要望や提案など、自由な話し合い
をするため、「農業者との意見交換会」
を開催します。
■日時　1月22日㈭　13時30分～
16時　受付13時～
■場所　山田公民館2階視聴覚室
■内容　農業情勢についての講演、
意見交換
農業委員会 ☎（50）1226

介護家族のつどい
（白ゆりの会）
　認知症高齢者などの家族のつどい
を行います。「認知症の人と家族の会
千葉県支部」の介護経験者からアドバ
イスが受けられます。
■対象　認知症の人を介護している
家族など
■日時　1月23日㈮　13時30分～

15時30分
■場所　佐原保健センター2階集団
指導室
■内容　介護の相談・悩み・不安の
解消・情報交換
■定員　20人
佐原地域包括支援センター

☎（50）1231

消防出初式

■日時　1月10日㈯　10時～
■場所　佐原文化会館
※当日は、7時に防災行政無線でサ
イレンが鳴ります。火災の発生と間
違えないよう注意してください
香取広域市町村圏事務組合消防本部

 ☎（52）0119

千葉県動物愛護センター
犬のしつけ・犬猫の譲渡
犬のしつけ方教室（予約制）
■基礎講座
◇日時　1月10日㈯、2月7日㈯、3
月8日㈰　13時～14時30分　受付
12時30分～13時
◇定員　各30組（先着順）
◇受講料　無料
■実技講座
◇日時　1月10日㈯、2月7日㈯、3
月8日㈰　14時～16時　受付13時
30分～14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

個人住民税の
給与天引き（特別徴収）を徹底

問税務課　☎(50)1242

　市では年に4回、国民健康保険
に加入し、医療機関を受診した世
帯員全員の医療費が記載してある
「医療費通知」を世帯主宛てに郵
送しています。
　医療費通知は、皆さんの健康に
関する認識を深めるだけでなく、
医療費の適正支出に役立ちます。
国民健康保険の医療費負担の仕組
みを理解し、受診日数や医療費の
額などの確認をお願いします。国
保制度については市民課へ、診療

との上手なつきあい方⑫お医者さん

医療費通知を確認していますか？

問市民課　☎(50)1228

内容については医療機関へ問い合
わせください。
　お医者さんのかかり方で、医療
費を節約することができます。も
ちろん、家計にも優しくなります。

段差をなくしたロビー段差をなくしたロビー

《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
（社団）結婚相談業サポート協会
本人確認書類で安心・安全

デアイノバ タカハシ
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お葬式お葬式勉強会勉強会
この機会に、費用のこと、準備すべきことなどを、セミナー形式で勉強しましょう ！
内容 ： ①家族葬について　②お葬式の費用について
　　　③お葬式で大切なこと

会場：セレモニーきうち  佐原北口ホール

0120-52-4441

無料1/18
日

10時～11時30分

お問合せ
お申込み

先着

15名様

1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

◇定員　各30組（先着順）
◇受講料　3,000円
パピークラス（予約制・無料）
　子犬の飼い方しつけ方を学び模範
的飼い主を目指します。
■期日　1月24日㈯、2月28日㈯、
3月28日㈯
※時間応相談
一般譲渡会（無料）
　センターの成犬・成猫を譲渡します。
■日時　1月22日㈭、2月26日㈭、
3月26日㈭　13時30分～15時　受
付13時～13時30分
飼い主探しの会（予約制・無料）
　犬猫のほしい人とあげたい飼い主
さんとの出会いの場です。
■日時　1月10日㈯、2月7日㈯、3
月8日㈰
◇犬猫の欲しい人　9時30分～10
時　受付9時～9時30分
◇犬猫をあげたい人　10時～11時
受付9時30分～10時
千葉県動物愛護センター　

☎0476（93）5711

国保旭中央病院
院外処方へ移行
　国保旭中央病院では、夏ごろをめ
どに「院外処方」へ移行することを決
定しました。
　院外処方とは、病院が発行する「処
方せん」を院外の保険薬局へ持って行
き、薬を受け取る方法です。院外処
方への移行により、当院での薬の待
ち時間が解消されるほか、後発（ジェ
ネリック）医薬品への変更のしやすさ
による患者さんの経済的負担の軽減
などの利点があります。
　具体的な移行日、対象となるお薬
や条件の詳細、処方せん発行からお
薬受け取りまでの手順の詳細などは、
今後順次お知らせします。
国保旭中央病院 ☎0479（63）8111

講座・教室

竹トンボ作り

　小刀を使わずに作れるよく飛ぶ竹ト
ンボです。飛ばし方のコツを覚えて
飛ばし競争をしてみよう。
■対象　小学生（低学年は保護者同伴）
■日時　1月25日㈰　15時～16時30分
■場所　山田児童館
■定員　20人
■参加費　無料
■持物　上ばき
山田児童館 ☎（78）1050

催 し

語るべぇ栗源
絵本の読み聞かせ
　やさしいひと
時を一緒に過ご
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・小学校1～3年生と保
護者
■日時　1月17日㈯　10時～
■場所　栗源市民センター「さつき
館」1階図書室
■参加費　無料
栗源生涯学習担当 ☎（75）2171

新春初詣ウオーク

■日時　1月11日㈰　9時15分～15
時30分
■集合場所　諏訪公園伊能忠敬銅像
前（香取駅で解散）
■参加費　300円（当日受付）
東総歩こう会　小早志

☎（54）2467

新春歩け歩け会

■日時　1月18日㈰　9時～（雨天
中止）　集合8時30分
■集合場所　香取市民体育館前
■コース　香取市民体育館～諏訪神
社～石尊山～香取神宮～神道山～香
取市民体育館（約15㎞）
■参加費　無料（事前申込不要）
体育協会佐原支部 ☎（55）0003

九十九里ホーム
ふれあいギャラリー
　お年寄りや障害のある人たちがク
ラブ活動や趣味を通じて作り上げた
工作・習字・絵画などを展示します。
■期間　1月27日㈫～2月2日㈪
■場所　九十九里ホーム山田特別養
護老人ホーム
九十九里ホーム山田特別養護老人

ホーム ☎（70）7171

佐原商工会議所女性会
すくすくチャリティーイベント
　「すくすく育つ子ども」をテーマに開
催し、元気に子どもたちが踊ります。
■日時　1月17日㈯　13時30分～
■場所　佐原文化会館
■内容　パントマイムとダンス＆日本
舞踊
■入場料　無料
佐原商工会議所 ☎（54）2244

プラネタリウム一般公開

■日時　1月12日㈷　10時～　受付
9時30分～
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■内容　冬の星座の解説と神話の紹介
■定員　160人
■参加費　無料（事前申込不要）
県立水郷小見川少年自然の家

☎（82）1343

無料相談

建築無料相談

■日時　1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

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。
◇1月13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
◇1月26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

行政書士会による
無料相談
■日時　1月10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

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
仏事仏事
個別相談会個別相談会

お葬式に関して、お客様のご要望に合わせて個別にご相談をお受けいたします。
葬祭ディレクター・全総連事前相談員・終活カウンセラーの資格を
もった専門の相談員がお待ちしております。

会場：セレモニーきうち  佐原北口ホール

お問合せは 0120-52-4441まで

無料1/28
水

9時～12時

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館 ☎（55）1151

○郡市書き初め秀作展
　1月15日㈭～23日㈮正午
○郡市高等学校書道展
　1月24日㈯正午～29日㈭14時
○郡市小学校家庭科作品展、中学校技術・
　家庭科作品展
　1月31日㈯～2月6日㈮正午

佐原文化会館 ☎（55）1161

○消防団出初式
　1月10日㈯　10時～正午
○成人式
　1月11日㈰　10時30分～11時10分

○すくすく子育て支援チャリティーイベント
　1月17日㈯　13時30分～15時30分
○市民文化祭特別事業（吹奏楽・合唱発表会）
　1月25日㈰　14時～16時

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　1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
　 1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）
　 1月1日㈷・2日㈮・3日㈯・5日㈪・
　12日㈷・19日㈪・26日㈪・30日㈮
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