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予備自衛官補

■対象　
◇予備自衛官補（一般）　18歳以上
34歳未満の人
◇予備自衛官補（技能）　18歳以上
で国家資格などを有する人（資格によ
り53～55歳未満）
※年齢は平成27年4月1日現在
■受付期間　3月24日㈫まで
■試験日　4月10日㈮から14日㈫ま
での指定する1日
自衛隊千葉地方協力本部成田地域
事務所 ☎0476（22）6275

市役所ロビーコンサート
出演者
　気軽に音楽に親しむ機会を設け、
音楽文化の振興を目的とする市役所
ロビーコンサートの出演者を募集しま
す。
■対象　市内在住・在勤・在学の
音楽愛好者（個人・団体を問わない）  
※応募多数の場合は選考
■日時　原則として毎月第4水曜日
（4月から平成28年3月までの月1
回） 12時15分～45分

■場所　市役所1階ロビー
■出演料　無料
■申込　2月2日㈪から27日㈮まで
に申込書を持参し、生涯学習課
※申込書は生涯学習課窓口に設置の
ほか、市ホームページからもダウン
ロードできます
生涯学習課 ☎（50）1224

お知らせ

献血にご協力を
お願いします
■日時　2月10日㈫ 13時30分～16時
■場所　山田支所
健康づくり課 ☎（50）1235

北方領土の日（2月7日）

　北方領土問題の解決には、ロシア
との外交交渉を粘り強く継続していく
必要がありますが、この交渉を後押
しする最大の力は、北方領土の返還
を求める国民世論です。
　詳細は、内閣府北方対策本部ホー
ムページをご覧ください。
http://www8.cao.go.jp/hoppo/

index.html
内閣府北方対策本部　

☎03（5253）2111

2月は
情報セキュリティ月間
　パソコンやスマートフォンなどに保
存されている個人情報を守るために
次のような対策を続けていくことが重
要です。
◇ウイルス対策ソフトを導入する
◇大切な情報は複製をとる
◇WindowsなどのＯＳやソフトウェ
アは常に最新の状態に保つ
◇ログインＩＤ・パスワードは他人に
絶対に教えない
　市では、市ウェブサイトにセキュリ
ティポリシーやセキュリティ監査による
対策の状況を公開するなどの取り組
みを行っています。
総務課 ☎（50）1202

学校施設開放の
利用説明会
　市では、市内で活動するスポーツ
団体・生涯学習団体に対して、小中
学校施設を開放しています。
　年間を通し利用を希望する団体代
表者は出席してください（現在利用し
ている団体も毎年申請が必要です）。
■対象　平成27年度に市内の小中
学校体育館・グラウンドの利用を希
望する団体
■地区・日時・場所
小見川地区
2月17日㈫　15時～　小見川スポー
ツ・コミュニティセンター食堂
山田・栗源地区
2月25日㈬ 15時～ 山田公民館研修室2

佐原地区
2月26日㈭　15時～　佐原中央公
民館3階大会議室
生涯学習課 ☎（50）1221
小見川スポーツ・コミュニティセンター
 ☎（83）0101

福祉講演会
「子どもの福祉を守る」
■日時　2月10日㈫ 13時30分～16時
■場所　佐原中央公民館3階視聴覚室
■内容　講演・パネルディスカッション
白鳥正道氏（望みの門方

はこぶね

舟乳児園施
設長）、東正博氏（ありのみ学園長）
圓
えんどう

藤弘典氏（清水保育園長）ほか
■入場料　無料
2月6日㈮までに香取ネットワーク

　☎（50）2800

長期療養児を持つ
保護者向け講演会・交流会
■対象　長期療養（小児慢性特定疾患
など）を必要とする児童を持つ保護者
■日時　3月4日㈬　10時～正午
■場所　香取健康福祉センター（香
取保健所）
■内容　病気をもつ子どものこころ
に寄り添うためのヒント
■講師　臨床心理士　花澤佳子氏
■参加費　無料（要事前申込）
※子どもと一緒に聞くこともできます
香取健康福祉センター ☎（52）9161

講座・教室

バレンタインチョコづくり

　デコチョコづく
りやラッピングを
楽しみませんか。
■対象　小学生
■日時　2月11日㈷ 13時～15時30分
■場所　山田児童館
■定員　24人（先着順）
■参加費　600円
■持物　エプロン、三角巾、上履き
山田児童館 ☎（78）1050

発掘！かとり遺産の旅講座

　江戸時代後期から続く十二座神楽
の鑑賞や地域を支配した王や豪族の
墓である古墳を探ります。
■対象　市内在住・在勤の成人
■日時・内容　3月3日㈫…木内
神楽鑑賞、3月11日㈬…市内古墳
巡り、3月20日㈮…新里の白川流
十二座神楽鑑賞　※いずれも午後

…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

　伊能家には、忠敬から数えて4代目当主の娘たちのお
ひな様が伝わっています。このひな人形やひな飾りとと
もに、今回は旧奈良屋（京都出身の呉服商で江戸時代後
期から明治・大正時代にかけて佐原随一の商家）のひな
人形や商家道具も展示します。
■期間　3月15日㈰まで
■場所　伊能忠敬記念館第2展示室
■入館料　大人500円、小中学生250円（15人以上の
団体は、大人450円、小中学生200円）　
※市内在住の小中学生・高校生は無料
■休館日　月曜日（祝日は開館）

問伊能忠敬記念館
☎（54）1118

佐原おかみさん会
☎080（5455）7577

ひ
な
ま
つ
り
イ
ベ
ン
ト

目印は「桃色の招き布」目印は「桃色の招き布」

さわら雛めぐり

　「佐原まちぐるみ博物館」をはじめ、小野川沿い
や佐原駅前などでおひな様を展示します。佐原のた
たずまいとともにその家に伝わるおひな様をゆっく
りとご覧ください。
　期間中、佐原おかみさん会の店でおすすめ商品（雛
めぐり期間限定）をお買い上げの人にオリジナル雛
めぐりグッズをプレゼントします。
■期間　2月7日㈯～3月29日㈰（展示場所によっ
て休みの日が異なります）

伊能家のおひなさま
佐原のおひなさま

《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

本人確認書類で安心・安全
経済産業大臣認定カウンセラー
日本ブライダル連盟・NPO法人加盟

デアイノバ タカハシ 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
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TEL:70-8221香取市大角 1730-1
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!

2月
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 日 月 火 水 木 金 土

■集合場所　小見川市民センター
「いぶき館」
■参加費　200円
■定員　20人（最少開催人数10人）
2月2日㈪から5日㈭までに小見川

生涯学習担当 ☎（82）1193

催 し

生涯学習フェスティバル

　生涯学習活動の成果を発表します。
■日時　2月8日㈰　12時30分～16
時30分
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」多目的ホール
■内容　ステージ発表
■出演団体　栗源小学校、インター
クラブテコンドー、菅澤綾子・菅澤
俊文、言ノ葉メロディ、佐原高校ダ
ンス同好会、マイレ本間フラスクール
上野フラグループ、ハワイアンフラ・
ララバイ、ゴールデン・バンデッド・
リリーズ、L

ル ミ エ ー ル

umiere E
ア ン サ ン ブ ル

nsemble、水
と森混声合唱団
生涯学習フェスティバル実行委員会

事務局（生涯学習課内） ☎（50）1224

人材バンク
いろいろ体験フェア
　生涯学習人材バンク事業の登録ボラ
ンティアが企画した体験フェアを開催。

■日時　2月8日㈰ 12時30分～16時
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」
■内容　ベーゴマ・こま・けん玉・折
り紙体験、まが玉・自然小物・ラミネー
ト下じき作り、マジックバルーン、茶
道、手作りゲーム、ナンプレ、ギター、
箏
こと

・尺八の演奏体験など
※お楽しみスタンプラリーも実施します
■参加費　無料（一部材料費負担あり）
人材バンクボランティア募集
　人材バンクボランティアに登録した
い人を随時募集しています。詳細は
生涯学習課まで連絡ください。
生涯学習課 ☎（50）1224

バブちゃんサロン音楽会

　赤ちゃんと一緒にほっとしたひとと
きを過ごしませんか？
■対象　0歳から1歳6ヵ月までの乳
幼児とその家族、妊婦
■日時　2月17日㈫　10時～11時
■場所　山田児童館
■内容　クラリネットとフルートなど
の生演奏
■演奏者　高野洋彦氏
■参加費　無料
山田児童館 ☎（78）1050

気分は平安貴族 
十
じゅうにひとえ

二単と束
そくた い

帯の試着
　平安装

しょう

束
ぞく

で変身してみませんか。
■対象 　身長145㎝以上の男女 
■日時　3月7日㈯・8日㈰　10時～
正午、13時30分～16時  
■場所　県立中央博物館大利根分館
■定員　午前4組、午後5組　各組5
人まで（応募多数の場合は抽選）

■参加費　1人500円  
■申込 　2月1日㈰から20日㈮ま
でに往復はがきに次の①～③を記入
の上、〒287-0816 香取市佐原ハ
4500 大利根分館
①参加希望者名（最大5人まで）・年
齢・性別・代表者電話番号、②希望
日、③希望時間帯（午前・午後、もし
くはどちらでも可か）
県立中央博物館大利根分館　　　

☎（56）0101 

未
あ し たあ し た

来に伝える
「里神楽の舞」企画展
■期間　2月2日㈪～8日㈰
■場所　佐原町並み交流館
■内容　市内の里神楽を展示
◇演舞披露（8日㈰）
牧野大神楽　11時～、14時～
下小野の神楽　13時～
香取市伝承芸能保存連絡協議会
菅井 ☎090（9009）1610

県立銚子特別支援学校
銚特フェア
■日時  2月3日㈫・4日㈬  10時～15時
■場所　イオンモール銚子イルカの広場
■内容　作業学習製品の販売（和紙製
品、藍染め品、草木染品、陶芸品、
こけ玉、花苗など）、絵画などの展示
県立銚子特別支援学校　

☎0479（22）0243

無料相談

建築無料相談

■日時　2月21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。
◇2月9日㈪　田畑武彦税理士事務所
（東庄町笹川い4677-18）
 ☎（86）2880
◇2月23日㈪　岩立和雄税理士事務
所（岩ヶ崎台21-3） ☎（54）1987
◇2月24日㈫（税理士記念日）　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

行政書士会による
無料相談
■日時　2月21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

事例
　高齢の母が、巡回していた廃品回
収業者にテレビとオルガンの回収を
依頼した。業者はそれ以外にも小型
冷蔵庫やソファ、消火器などを勝手
に持ち出し「回収費用として5万円」
と請求してきた。母はそんな金額に
なると思っていなかったので「1万
円しかない」と言うと「内金として
1万円を払い、残りは振り込んで」
と言われた。近日中に振り込むこと
になっているが、高額な請求に納得
がいかない。

№9

問消費生活センター　☎(50)1300

消費生活センター消費生活センター通信通信
廃品回収を依頼したら
高額な請求が！

ひとことアドバイス
○一般廃棄物の収集・運搬は、市に
許可を受けた事業者しか行えません。
安易に廃品回収業者に処分を依頼す
ることは、トラブルのもとになりや
すいので注意が必要です。
○粗大ごみや不用品の処分は市の
ルールに従って行いましょう。粗大
ごみに出せない家電製品やパソコン
などの処分方法について分からない
場合は、市に確認しましょう。
○廃品回収業者とトラブルになるな
ど、困ったときは、早めに消費生活
センターなどに相談しましょう。

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館 ☎（55）1151

○水友会絵画展　
　2月10日㈫13時～15日㈰16時
○全日写連北総支部写真展
　2月17日㈫正午～22日㈰16時

佐原文化会館 ☎（55）1161

○社会福祉大会　　　　　　　
　2月20日㈮　13時30分～16時
○音楽教室発表会
　2月22日㈰　10時30分～15時30分

いぶき館 ☎（82）1123

○生涯学習フェスティバル
　2月8日㈰　12時30分～16時30分

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　2月1日㈰・8日㈰・15日㈰・22日㈰　
　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　 2月14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）
　2月2日㈪・9日㈪・12日㈭・16日㈪・
　23日㈪・27日㈮
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