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伊能忠敬没後200年記念プレ企画開催中
伊能忠敬記念館　第3回企画展

測量器具勢ぞろい ―国宝の器具類―

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! ★☆看護師 募集☆★

ブランクのある看護師やママさん
看護師も活躍しています。
施設見学も随時受付中‼
まずはお気軽にご連絡ください☆

IMSグループ 佐原中央病院 担当:早川
TEL.0478-55-1113（代表）

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

　忠敬が全国測量の過程で実際に使用した当館所蔵の測量器具は、当
時の測量技術と器具製作技術を知るために極めて貴重であり、地図
やその他の資料とともに平成22年6月29日に国宝に指定されました。
通常展示していない国宝の測量器具の実物を紹介します。
■期間　11月23日㈷まで（休館日／10月12日㈷を除く毎週月曜日）
■入館料　大人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

問伊能忠敬記念館　☎（54）1118

暮らしの情報
2015.OctoberInformation

募 集

国保小見川総合病院職員

■採用予定　平成28年4月1日（ボイ
ラー技士は平成28年3月予定）
■選考方法　書類選考、面接
看護師（正規職員）
■対象　看護師免許取得者または取
得見込みの人
■募集数　3人
臨床検査技師（正規職員）
■対象　臨床検査技師免許取得者ま
たは取得見込みの人
■募集数　1人
診療放射線技師（正規職員）
■対象　診療放射線技師免許取得者
または取得見込みの人
■募集数　1人
ボイラー技士（臨時職員）
■対象　一級ボイラー技士免許およ
び乙種４類危険物取扱資格取得者
■募集数　1人
■業務内容　ボイラー業務および施
設管理全般
10月30日㈮までに履歴書（資格免許

証の写しを添付）を持参または郵送で
〒289-0332 南原地新田438
国保小見川総合病院総務課� ☎（82）3161

お知らせ
国民年金保険料

「5年の後納制度」開始
　過去5年以内に納め忘れた国民年
金保険料を納付することで、将来の

年金額を増やせる「後納制度」を10月
1日から3年間限りの特例として開始
しました。老齢基礎年金を受給して
いる人などは、後納制度を利用でき
ません。利用するには申し込みが必
要です。詳しくは問い合わせください。
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

栗源市民センター臨時休館

　電気工作物定期点検のため臨時休
館します。
■日時　10月24日㈯　8時30分～正午
栗源市民センター� ☎（75）1100

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

豚ぷんおでいたい肥
残りわずか
　15㎏200円の「豚ぷんおでいたい
肥」が残りわずかとなりました。無くな
り次第販売を休止します。無料配布
している「農村おでいコンポ」はまだ在
庫があります。受け渡し場所の常駐
者は設備点検などの業務を行ってい
るため、受け渡し時、場合によって
は多少お待ちいただくことがあります
のでご了承ください。
■時間　9時～16時30分（正午～13
時を除く）
■場所　香北地区浄化施設（三島
1210-1）
下水道課� ☎（54）3521

犬猫の不妊去勢手術費の
一部を補助します
■対象　
◇交付決定の日から30日以内に手術
を実施でき、市税などの滞納がない
市内在住者
◇販売目的でなく、生後3カ月以上
で手術可能な犬猫
※犬は狂犬病予防法に基づく登録、
注射を行っていること
■補助額　1頭5,000円（1世帯2頭まで）
■申込　環境安全課・各支所で配布
する申請書に必要事項を記入し提出
環境安全課� ☎（50）1248

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　10月3日㈯、11月14日㈯、
12月13日㈰　13時～14時30分　
受付12時30分～
◇定員　各30組（先着順）
◇受講料　無料
■実技講座
◇日時　10月3日㈯、11月14日㈯、12月
13日㈰　14時～16時　受付13時30分～
◇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）
　子犬同伴で参加できる飼い方教室。
■期日　10月24日㈯、11月28日㈯、
12月19日㈯　※時間応相談
成犬・成猫一般譲渡会（無料）
■日時　10月7日㈬・24日㈯、11月
26日㈭、12月9日㈬・19日㈯
13時30分～　受付13時～
飼い主さがしの会（予約制・無料）
■日時　10月3日㈯、11月14日㈯、
12月13日㈰
◇犬猫が欲しい人　受付9時～9時30分
◇犬猫をあげたい人　受付9時30分～10時
千葉県動物愛護センター　

☎0476（93）5711

No! 不正軽油宣言・千葉

　不正軽油の製造・販売・使用は犯
罪行為です。10月は、不正軽油の
撲滅を目指して全国一斉に様々な取
り組みが行われ、千葉県では、この
期間に集中的な調査を実施します。
香取県税事務所� ☎（54）1314

千葉県最低賃金の改正

　県内で働く労働者（パート、アルバ
イトなどを含む）、その使用者に適用

される地域別最低賃金が10月1日か
ら時間額817円（従来の798円から
19円引き上げ）に改正されました。最
低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、
家族手当、時間外勤務手当、休日出
勤手当、深夜勤務手当、賞与・臨時
の賃金は含まれません。
千葉労働局労働基準部賃金室　

☎043（221）2328
成田労働基準監督署� ☎0476（22）5666

林業技術研修会

■対象　香取郡市および海匝地域の
森林所有者
■日時　10月23日㈮　13時～16時
■場所　旭市干潟公民館（旭市南堀之内22-1）
■内容　竹林拡大防止、竹材・木材
利用、跡地植栽
■定員　60人（先着順）
■参加費　無料
10月9日㈮までに県北部林業事務

所森林振興課� ☎0475（82）3121
県森林組合香取事業所� ☎0475（55）9474

オータムジャンボ
宝くじ発売中
　1等前後賞合わせて5億円。宝くじ
の収益金は市のまちづくりや環境対
策などに使われます。
■発売期間　10月16日㈮まで
■発売方法　全国の宝くじ売場・通信販売
■発売単価　1枚300円
■抽選日　10月23日㈮
（公財）千葉県市町村振興協会　

☎043（311）4162

ご存知ですか？ 労働委員会

　千葉県労働委員会では、個々の労
働者と使用者の間で生じた解雇、パ
ワハラなどのトラブルについて、当事
者間での解決が困難な場合に「個別
的労使紛争のあっせん」を行っていま
す。労働者、使用者どちらからの申
請も受け付けます。費用は無料です。
千葉県労働委員会事務局　☎043（223）3735

講座・教室

ボクササイズ教室

■対象　市内在住・在学・在勤者
■日時　11月10日・17日・24日、12月
1日の火曜日（全4回） 19時～20時30分
■場所　市民体育館アリーナ
■定員　40人（先着順）
■参加費　1,500円（保険料含む）

…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
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マッシュルーム栽培･出荷

香取市米野井938-1　☎0478-70-7515

http://www.ymush.co.jp/

正社員･パート社員随時募集中 ！
お気軽にお問合せください。

芳源マッシュルーム株式会社
生産量日本一

!

買取センターG・P佐原店
☎0478-79-6088 香取市佐原イ340

10：00～18：00
月曜定休買取センターGP　佐原

質質
高価買取！！

秘密厳守!管理も万全です!

店内商品SALE中！！

貴金属・ブランド品・時計その他

お預かりでご融資します
●品物を預けて、一時的に現金化!!
●預けた品物は、後で受け戻せます!!
●期限は3ケ月、延期も可能!!

預ける
とは?

手放す前に    をご検討下さい!!大切な物なら… 質

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

10月15日㈭8時30分から電話で
生涯学習課� ☎（50）1221

ヨガ教室

■対象　市内在住・在学・在勤者
■日時　11月5日・12日・19日・26日
の木曜日（全4回）　19時～20時30分
■場所　市民体育館武道場
■定員　40人（先着順）
■参加費　1,500円（保険料含む）
10月13日㈫8時30分から電話で
生涯学習課� ☎（50）1221

くつろぎのヨガ教室

■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　11月17日・24日、12月1日・
8日・15日の火曜日（全5回）
13時30分～15時
■場所　山田公民館
■定員　20人
■参加費　無料
■持物　ヨガマットまたは大きめのバ
スタオル
10月2日㈮から9日㈮までに山田

公民館（月曜日除く）� ☎（78）4431

ちびっ子料理教室

■対象　小学3年生～6年生
■日時　10月24日～平成28年3月
の毎月第4土曜日　10時～13時
■場所　山田児童館
■定員　24人（先着順）
■材料費　1,800円（6回分）
■持物　エプロン、三角巾、上履き
山田児童館� ☎（78）1050

短期英語入門教室（後期）

■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　11月～平成28年2月の木曜
日（全8回、月2回） 10時～11時30分
■定員　30人
■参加費　500円（教材費など）
■申込　10月8日㈭から25日㈰（月曜
日を除く）までに佐原中央公民館窓口で
申込書に必要事項を記入し提出
佐原中央公民館� ☎（55）1151

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」
などがテーマの英会話教室です。
■対象　市内在住・在勤で外国人と
の会話に興味がある人
■場所・日時
◇佐原町並み交流館2階　10月15日

㈭、11月12日㈭　15時30分～17時
◇佐原商工会議所3階　12月7日㈪
10時～11時30分
■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

ウォーキング教室

■日時　10月10日㈯　9時～正午（雨天中止）
■集合場所　佐原中央公民館
■参加費　300円（保険・資料代）
東総歩こう会 小早志�☎（54）2467

催 し

自然観察会

■日時　10月25日㈰　9時～正午
（小雨決行）
■観察場所　牧野の森
■集合場所　橘ふれあい公園駐車場
■定員　30人程度（先着順）
■参加費　無料
10月19日㈪までに、住所、氏名、年齢、

性別、電話番号を　〒287-8501　環境
安全課� ☎（50）1248　 （54）1290

kankyo@city.katori.lg.jp

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　10月17日㈯　10時～
■場所　栗源市民センター「さつき館」1階
■参加費　無料
事業推進班� ☎（82）1153

赤ちゃんと楽しむ
絵本とわらべうたの会
■対象　Aコース…よちよち歩ける赤
ちゃんと保護者、Bコース…ねんね、お
すわり、はいはいの赤ちゃんと保護者
■期日　10月15日㈭、11月18日㈬、
12月16日㈬、平成28年1月28日㈭、
2月18日㈭、3月17日㈭�（各コース全
6回、1回のみの参加も可）
■時間　Aコース…10時～10時30分、
Bコース…11時～11時30分
■場所　佐原中央公民館2階和室
■定員　10人程度
■参加費　無料
佐原中央図書館� ☎（55）1343

市民グラウンド・ゴルフ大会

■対象　市内在住者
■日時　10月29日㈭　8時～
（雨天時30日㈮）
■場所　山田中央運動広場野球場
■定員　各支部100人
■申込　10月5日㈪から15日㈭まで
に参加費を添えて支部代表者
◇佐原支部　加藤� ☎（57）0786
◇小見川支部　中川� ☎（83）1863
◇山田支部　越川� ☎（78）2259
◇栗源支部　藤崎� ☎（75）2743
体育協会グラウンド・ゴルフ部
加藤� ☎（57）0786

無料相談

発明相談会

■日時　毎月第3金曜日（要予約）　
10時～16時
■場所　香取市商工会（小見川）
■内容　特許、商標登録など
■講師　（一社）千葉県発明協会
香取市商工会� ☎（82）3307

調停相談会

■日時　10月25日㈰　10時～15時
（予約不要）
■場所　佐原中央公民館3階
■内容　身近なもめごとや悩みごと
千葉家庭裁判所佐原支部� ☎（52）5010

行政書士会による
無料相談
■日時　10月17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

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。
◇10月19日㈪　佐原税理士法人伊藤事
務所（佐原イ340）� ☎（52）6052
◇10月26日㈪　田畑武彦税理士事務所
（東庄町笹川い4677-18）� ☎（86）2880
※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

10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

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館� ☎（55）1151
○日愛会絵画秋季展
　10月6日㈫13時～11日㈰16時
○篠塚喜一写真展　佐原の大祭
　10月20日㈫11時～25日㈰17時

佐原文化会館� ☎（55）1161
○コーラスフェスタインさわら合唱コンサート
　10月4日㈰　13時30分～16時
○市民文化祭古典舞踊会　
　10月31日㈯　13時～17時

いぶき館� ☎（82）1123
○アルファークラブ写真展　
　10月2日㈮9時～4日㈰16時
○水郷地区民謡・民舞・カラオケ発表会　
　10月11日㈰　9時30分～
○高齢者クラブ連合会芸能発表会　
　10月18日㈰　10時～
○小見川地区敬老会　
　10月25日㈰　10時～11時30分�

佐原中央図書館� ☎（55）1343
小見川図書館� ☎（80）0511
佐原 �えほんのじかん
　10月11日㈰・18日㈰・25日㈰　14時～
　4歳以上対象
佐原 �わくわくおはなしかい
　�10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
小見川 �えほんのじかん
　10月17日㈯　11時～　幼児から大人まで

◇今月の休館日
　�10月1日㈭～5日㈪・12日㈷・19日㈪・
26日㈪・30日㈮
図書館のホームページアドレスが
変わります
■期日　10月6日㈫から
https://www.lib100.nexs-service.jp/katori/
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