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事例
　アパートなどの賃貸住宅へ入居す
る際には、一般的に賃貸借契約書を
家主と取り交わし、敷金、保証金な
どを支払って入居します。
　ところが、借り主が賃貸住宅を退
去する際に、ハウスクリーニング、
クロス張り替え、畳表替えなどの原
状回復費用として、高額な料金を請
求され、結果、敷金が返金されない、
敷金を上回る金額を請求されたとい
うトラブルが起こることがあります。

問消費生活センター　☎(50)1300

№10消費生活センター消費生活センター通信通信

敷金を上回る
原状回復費用！

ひとことアドバイス
○入居する際は、退去時のことも頭
にいれ、部屋の状況（床や壁紙、水
回り関連）を記録し、賃貸契約書な
どといっしょに保管しておく。
○退去する際は、必ず、管理会社、
仲介業者など（以下、家主側）の立
会いの下で部屋の現状を確認する。
○退去時に示された原状回復費用の
内訳に納得がいかない場合は、家主
側に説明を求める。また、見積りは
複数の業者から提示してもらうよう
要求する。
○家主側との話し合いによる解決が
難しい場合、民事調停や少額訴訟な
どの手続きもあります。
○困った場合は、消費生活センター
に相談してください。

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

看護師（臨時職員）

■対象
◇看護師の資格を有する人
◇普通自動車運転免許を有する人
◇簡単なパソコン操作（エクセル、ワー
ド）のできる人
■募集数　1人
■業務内容 　各種介護予防事業の
実施など
■雇用期間　4月1日～平成28年3
月31日
■勤務日時　月～金曜日　8時30分
～17時15分（祝日、年末年始を除く）
■勤務場所　市役所
■賃金　時給 1,150円　社会保険
および雇用保険加入
3月16日㈪までに履歴書と免許証の
写しを持参し、高齢者福祉課
 ☎（50）1231

Ｂ＆Ｇ香取市小見川
海洋クラブ新規会員
　海洋性スポーツを通して自然とふ
れあい、クラブ員の豊かな人間形成
と相互の親睦を図ることを目的とした
クラブです。カヌー競技で全国大会
にも出場する、日本代表者が在籍し

ています。また、ツーリング、バーベ
キューなどさまざまな活動も行ってい
ます。
■対象　新小学3年生～6年生　　
■年会費　10,000円　　
■活動日　土・日曜日　午前 （通年）
Ｂ＆Ｇ香取市小見川海洋クラブ
　　　　　   ☎080（5074）7351

国税専門官

　国税専門官は、国税局や税務署で、
適正・公平な課税をし、租税収入を
確保するための事務を行います。
■対象
◇昭和60年4月2日から平成6年4月
1日生まれの人
◇平成6年4月2日以降生まれで次に
掲げる人
①大学を卒業した人および平成28年
3月までに大学を卒業見込みの人
②人事院が①と同等の資格があると
認める人
■試験日　第1次試験　6月7日㈰、
第2次試験　7月14日㈫～22日㈬の
うち指定された日
■受験案内　税務署や国税局、人事
院各地方事務局（所）で配布
※人事院ホームページからもダウン
ロードすることができます
■申込
インターネット　4月1日㈬9時から

13日㈪までに人事院ホームページか
ら申し込み
http://www.jinji-shiken.go.jp/

juken.html
郵送・持参　4月1日㈬・2日㈭（消印
有効）に国税局へ郵送、または持参
佐原税務署総務課 ☎（54）1331

自衛官（幹部候補生）

■対象　年齢は平成27年４月１日現
在のもので、日本国籍を有する人
一般・大卒程度試験
　22歳以上26歳未満の人（20歳以
上22歳未満の人は大卒（見込み含
む）、修士課程修了者など（見込み含
む）は28歳未満）
一般・院卒程度試験
　修士課程修了者など（見込み含む）
で20歳以上28歳未満の人
歯科・薬剤科
　専門の大卒（見込み含む）は、20歳
以上30歳未満の人（薬剤は20歳以上
28歳未満の人）
■受付期間　5月1日㈮まで（必着）
■試験日　5月16日㈯・17日㈰（17
日は飛行要員のみ）
※試験会場は受け付け時、または受
験票交付時にお知らせします
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

献血にご協力を
お願いします
小見川市民センター「いぶき館」
■日時　3月18日㈬　10時～11時
45分、13時～16時
健康づくり課 ☎（50）1235

佐原中央公民館
■日時　3月27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

小見川駅南定期駐車場の
貸し出し
■対象　普通乗用車、小型自動車お
よび軽自動車で長さ5.3m、幅2mを
超えないもの
■使用料（月額）
◇市内在住・在勤者…3,000円
◇それ以外の人…4,000円
■申請に必要なもの　印鑑、車検証、
免許証などの身分証明書（市内に勤
務する人は社員証など）
都市整備課 ☎（50）1214

国民年金後納制度で
将来の年金額を増やせます
　後納制度は、過去10年間に納め
忘れた保険料を納付することにより、
将来の年金額を増やすことができる
ものです。
　また、年金を受給できなかった人は
後納制度を利用することで年金を受け
られる場合があります。過去10年以
内に納め忘れがある人は、9月30日
までに後納制度を利用ください。
国民年金保険料専用ダイヤル　

☎0570（011）050
佐原年金事務所 ☎（54）1442

子ども予防接種週間
3月1日～7日
　4月からの入園・入学に備えて、
必要な予防接種をすませ、病気を未
然に防ぎましょう。
健康づくり課 ☎（50）1235

介護家族のつどい
（白ゆりの会）
■対象　認知症の人を介護している
家族、成年後見人制度に関心ある人
■日時　3月20日㈮　13時30分～
15時30分
■場所　市役所3階301会議室　
■内容　成年後見人制度の基礎的な知
識について（講師：円心司法書士事務所）
佐原地域包括支援センター　

☎（50）1231

身体障害者手帳の
障害種別等級の決定誤り
　平成24年4月1日から平成26年6
月11日までの期間に、県が交付した
身体障害者手帳で、障害種別・等級
の決定誤りがありました。
　該当する人にはすでに連絡済みで
すが、手帳の障害種別・等級を確認
する場合、下記の相談専用電話へ問
い合わせください。
■相談専用電話 ☎043（223）2310
県障害福祉課 ☎043（223）2306

千葉県動物の愛護及び
管理に関する条例が交付
　4月1日から施行されます。主な内
容は以下のとおりです。
飼い主などへの規制（違反した場合
の過料や罰金）
○犬または猫を合わせて10頭以上飼
う場合は、保健所へ多頭飼養の届け
出をすること（5万円以下の過料）
○特定動物が逃げてしまった場合は、
保健所へ届け出をすること（30万円

…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
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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

3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

（香取市）、袋お囃子保存会など
香取市手をつなぐ親の会    

☎090（3478）4291

無料相談

境界・表題登記の無料相談

■日時　3月4日㈬　10時～15時
■場所　千葉地方法務局香取支局
■相談内容　境界・表題登記に関す
ること
千葉県土地家屋調査士会香取支部
　片野 ☎（58）3112

法律無料相談

■日時　3月18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

建築無料相談

■日時　3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。
◇3月9日㈪　佐原税理士法人佐藤
公彦（北3-8-6） ☎（52）2511
◇3月23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　3月14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

4月生、生徒募集
学年一緒、7人までの
一斉授業をしない学習塾

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

〈広告〉

■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

初心者絵画教室・
小見川絵画クラブ合同作品展
■日時　3月10日㈫～15日㈰　9時
～17時（15日は15時まで）
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」1階市民ギャラリー
■内容　油絵、水彩画など約60点
■入場料　無料
小見川生涯学習担当 ☎（82）1193                         

Ｋ
キーファ

ＩＦＡ国際交流パーティー

■日時　3月15日㈰　11時～15時
■場所　佐原商工会議所4階大ホール
■内容　日本語スピーチコンテスト、
日本文化体験（お茶、書道、餅つき）、
素敵な景品が当たる抽選会
■定員　50人（先着順）
■参加費　300円（小学生以下無料）
3月6日㈮までに電話で国際交流協

会事務局（市民活動推進課内）　
☎（50）1261

県立水郷小見川少年自然の家
田んぼの楽校

■対象　新小学1年生～6年生
■期日　4月25日㈯、5月9日㈯、7
月25日㈯、9月12日㈯、10月10日㈯
■場所　市内の田んぼ、水郷小見川
少年自然の家
■内容　米作りと自然環境を楽しく
学びます（田植え、稲刈り、かかし作
り、生き物観察など）
■定員　40人
■参加費　3,000円（全5回分）
3月15日㈰から電話で県立水郷小

見川少年自然の家 ☎（82）1343

全国障害者芸能フェスタ　
和太鼓演奏
■日時　3月15日㈰　13時30分～
　開場13時
■場所　東総文化会館（旭市ハ666）
■入場料　1,000円（中学生以下無料）
■出演団体　YAMADA星太鼓（香取
市）、縄

じょう

樂
らく

座
ざ

（香取市）、香取鼓
こ ね こ

音呼会

以下の罰金）
○犬が人をかんだときは保健所へ届
け出をし、かんだ犬が狂犬病の疑い
がないかどうか獣医師の検診を受け
させること（20万円以下の罰金）
動物愛護や管理に関する施策
○マイクロチップの装着の普及啓発
○被災動物の救護体制の整備など
動物の適正な取扱い
○動物を飼う場合は、終生飼えるか
どうかの判断を慎重に行うこと
○飼い主は、周辺住民に迷惑をかけ
ないようにすること
千葉県健康福祉部衛生指導課　　

　☎043（223）2642

鴨川シーワールド
３月は香取市民感謝月間
　入園料金が割り引きされます。
■対象　市内在住者
■実施期間　3月1日㈰～31日㈫
■入園料金
◇4歳～中学生 1,000円（通常1,400円）
◇高校生以上 2,000円（通常2,800円）
■入園方法　入園チケット売り場で
香取市在住であることがわかるもの
（運転免許証、保険証など）を提示
鴨川シーワールド ☎04（7093）4803

講座・教室

ウオーキング教室

■日時　3月14日㈯　9時～正午　
雨天中止
■集合場所　佐原中央公民館前
■参加費　300円（当日受付）
東総歩こう会　小早志 ☎（54）2467

千葉県野球協会香取支部
審判講習会
　審判技術の向上のため、講習会を
開催します。
■日時　3月22日㈰　9時～16時　
受付8時30分～
■場所　茨城県立神栖高校野球場
■参加費　2,000円（昼食代含む）
千葉県野球協会香取支部事務局　

宇井 ☎（78）1178

催 し

語るべぇ栗源
絵本の読み聞かせ
　楽しいバルンアートもあります。
■対象　幼児・小学1～3年生と保護者
■日時　3月14日㈯　10時～

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館 ☎（55）1151

○香墨会書道展　
　3月10日㈫13時～15日㈰16時
○木曜会絵画展
　3月17日㈫13時～22日㈰16時

佐原文化会館 ☎（55）1161

○佐原公民館祭り
　3月7日㈯10時～、8日㈰10時30分～

いぶき館 ☎（82）1123

○初心者絵画教室・小見川絵画クラブ合同
　作品展
　3月10日㈫9時～15日㈰15時
○小見川文化協会写真部初心者グループ写
　真展
　3月24日㈫13時～29日㈰16時
○ヤマハ音楽教室発表会
　3月29日㈰　13時～15時30分

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　3月1日㈰・8日㈰・22日㈰・29日㈰　
　14時～　4歳以上対象
◇今月の休館日
　3月2日㈪・9日㈪～16日㈪・ 23日㈪・
　30日㈪
　※9日㈪～16日㈪は蔵書点検

小見川図書館 ☎（80）0511

◇今月の休館日
　 3月2日㈪・9日㈪・16日㈪～21日㈷・
23日㈪・30日㈪
　※16日㈪～21日㈷は蔵書点検

※休日の夜間急病診療当番医の案内も
行っています。当番医の診療時間は19時
から22時までです

健康相談ダイヤル24
0120（110）474
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