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お知らせ
献血にご協力を
お願いします
　現在、交通事故の多発や外科手術
などにより、多量・長期にわたる輸
血を必要とする患者が増加していま
す。皆さんの愛の献血をお願いします。
　献血は血液成分の結果が通知され
ますので、健康管理のお手伝いにも
なります。
■場所・日時
◇香取神宮　1月2日㈯〜4日㈪　
10時〜11時45分、13時〜15時30分
◇栗源市民センター　1月27日㈬　
10時〜11時45分
健康づくり課� ☎（50）1235

介護家族のつどい
（白ゆりの会）
　社会福祉士の講演による認知症高
齢者などの家族のつどいを行います。
■対象　認知症の人を介護している家
族、高齢者虐待について関心のある人
■日時　1月15日㈮　
13時30分〜15時30分
■場所　市役所301会議室　
■内容　高齢者虐待の基礎知識
高齢者福祉課� ☎（50）1208

香取市とくとく商品券
使用期限・換金期限
商品券購入者
■使用期限　2月21日㈰
※使用期限を過ぎると利用できません
商品券取り扱い店舗
■換金期限　2月29日㈪
※換金期限を過ぎると換金できません
佐原商工会議所（佐原地区）　
� ☎（54）2244
香取市商工会（小見川・山田・栗源
地区）� ☎（82）3307

災害孤児遺児応援金

　震災孤児遺児に応援金を送ってい
ます。
■対象　次の2つの条件を満たす人
◇平成28年3月31日に18歳以下の人
（定時制高校生は19歳以下も可）
◇東日本大震災で直接的、間接的な
理由で両親（またはどちらか）や保護
者を亡くした人
3月31日㈭までに申請用紙と戸籍

謄本（発行後3カ月以内）を�〒456-
0006　名古屋市熱田区沢下町8-4
愛知私学会館内　愛知ボランティア
センター応援金申請受付係
※申請書は社会福祉課に設置してい
るほか、愛知ボランティアセンターの
ホームページからもダウンロード可

http://www.aichiborasen.org/
被災者応援愛知ボランティアセン

ター（10時〜17時）
� ☎080（4530）3117

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17日㈰、2月14日㈰、
3月12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　1月17日㈰、2月14日㈰、
3月12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　1月23日㈯、2月27日㈯、
3月26日㈯　※時間応相談
飼い主さがしの会（予約制・無料）
■日時　1月17日㈰、2月14日㈰、
3月12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
成犬・成猫一般譲渡会（無料）
■日時　1月28日㈭、2月25日㈭、
3月9日㈬・26日㈯　13時30分〜
受付13時〜
千葉県動物愛護センター　
� ☎0476（93）5711

講座・教室

竹ゴム鉄砲作り

　竹製のくぎを打って作るゴム鉄砲で
す。的に当てられるかな？
■対象　小学生（2年生以下は保護
者同伴）、幼児親子
■日時　1月24日㈰　15時〜17時
■場所　山田児童館
■定員　15人
■参加費　無料
■持物　上履き
山田児童館　� ☎（78）1050

外国人観光客受入セミナー

　外国人観光客の増加に伴い、お国
柄に応じた接遇について、分かりや
すいマニュアルを用いたセミナーを行
います。
■対象　店舗などで外国人観光客に

のこと
かんガエル
ごみ

■ストップ不法投棄
　不法投棄は犯罪です。投棄者は「廃棄
物の処理及び清掃に関する法律」により
「5年以下の懲役、もしくは1千万円以下
の罰金またはこれらの併科」と重い罰則
が設けられています。市では、不法投棄
を発見した際、内容物調査を行い投棄者

問環境安全課　☎（50）1248

の特定を行っています。調査により特定
され罰則を受けた投棄者は毎年十数人に
のぼります。市では引き続き香取警察署、
不法投棄監視員と共に不法投棄対策を強
化していきます。
■不法投棄を防ぐ
　不法投棄されたごみは、投棄者が特定
されればその投棄者が撤去しますが、そ
うでない場合は、土地の所有者が撤去し
なくてはなりません。投棄される場所に
は「人目がつかない」、「土地の適正管理
がなされていない」などの特徴がありま
す。日頃から、こまめに草刈りをして清
潔に保つようにし、みだりに人が立ち入
れないように囲いを設置するなどして、
土地の管理には十分に注意してください。

消防出初式

■日時　１月９日㈯　10時〜
■場所　佐原文化会館
※当日は７時に防災無線でサイレンが鳴ります。
火災と間違えないよう注意してください

問香取広域市町村圏事務組合消防本部
� ☎（52）0119

不法投棄は犯罪です

JA葬祭
JA葬祭

２４時間受付（年中無休）

0120-069-983
TEL.0478-50-0983

JA葬儀式場 虹のホールおみがわ さわら
自宅・寺院でのご葬儀承ります

葬祭ディレクター（厚生労働省認定）多数在籍あいざわクリニック

脳ドック 38,880円
肺炎球菌予防接種
香取市助成の対象の方6,600円

国保40歳以上　2万円助成有18,880円

☎55-8001（予約受付）

毎週火曜日　10時～11時半、14時～16時半
第3土曜日　9時～11時半

対応疾患 かぶれ・湿疹・じんましん・水虫・いぼ・おでき・やけど・うおのめ・たこ・巻き爪等
一度ご来院いただきますと、次回より電話予約が可能です。

★インフルエンザ予防接種の予約も行っております。
　15歳未満　1回　2,000円（税込）
　15歳以上　1回　3,000円（税込）

ご予約は ☎0478-70-5121 まで

千葉県香取市助沢832-1

女性医師による皮膚科を午前中も始めました！

医療法人社団寿光会　栗源病院
内科・皮膚科・リハビリテーション科

…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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接する人
■コース・日時
◇英語� 2月3日㈬　18時～19時30分
◇タイ語� 2月10日㈬　18時～19時30分
◇中国語� 2月24日㈬　18時～19時30分
◇講演会� 3月7日㈪　18時～19時30分
■場所　佐原中央公民館第3研修室
※3月7日のみ佐原町並み交流館多目的室
■定員　各30人（先着順）
■参加費　無料
1月27日㈬までに希望のコース、

住所、氏名、電話番号を電話、ファ
クスまたはメールで商工観光課�
� ☎（50）1212　 （54）2855
� kanko@city.katori.lg.jp

千葉県の新しいよさこい
乱舞曲体験教室

　「スッゴイワールド」とおなじみの
「どっこいしょ」を踊ります。
　指導は、おみが和よさこい会＂和

わ
気
き

藹
あい
藹
あい
＂が担当します。

■対象　小学生以上
■日時　1月30日㈯、2月13日㈯
19時～21時
※生涯学習フェスティバル（2月14日
㈰）のステージイベントにも参加
■場所　明照保育園
■参加費　1,000円（保険代含む）
1月20日㈬までにおみが和よさこ

い会和気藹藹　永作� ☎（83）1429

道の駅くりもと
味噌作り教室
　10㎏の味噌をお持ち帰りできます。
■日時　1月31日㈰、2月3日㈬・6
日㈯・10日㈬・11日㈷・13日㈯・
20日㈯～22日㈪・27日㈯・28日㈰
13時30分～
■定員　20人
■参加費　8,000円
道の駅くりもと「紅小町の郷」
� ☎（70）5151

県立東庄県民の森
うどん打ち体験
■日時　1月24日㈰　9時30分～正午
■定員　20人(要予約)
■参加費　1,000円
■持物　エプロン、三角巾、タオル、
持ち帰り用容器
県立東庄県民の森� ☎(87)0393

催 し
語るべぇ栗源
絵本の読み聞かせ
■対象　幼児・小学1～3年生と保護者
■日時　1月16日㈯　10時～
■場所　栗源市民センター「さつき
館」1階図書室
■内容　絵本の読み聞かせ、バルー
ンアート
■参加費　無料
生涯学習課事業推進班　
� ☎（82）1153

新春歩け歩け会

　新春の佐原を一緒に歩きませんか。
■日時　1月17日㈰　9時～（雨天
中止）　集合8時30分
■集合場所　市民体育館前�
■コース　市民体育館～諏訪神社～
小野川～香取神宮～神道山～市民体
育館（約14㎞）
■参加費　無料（事前申し込み不要）
体育協会佐原支部　�☎（55）0003

道の駅くりもと
おたのしみバイキング
■日時　1月10日・24日、2月14日・
28日の日曜日　11時～15時
■参加費　大人…1,000円、
子ども…500円
道の駅くりもと「紅小町の郷」
� ☎（70）5151

県立水郷小見川少年自然の家
プラネタリウム一般公開
■日時　1月11日㈷　10時～11時
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■内容　冬の星座解説
■参加費　無料
県立水郷小見川少年自然の家
� ☎（82）1343

県立水郷小見川少年自然の家
プラネタリウムコンサート
　プラネタリウムの星空の下でギ
ター・ピアノの生演奏をします。
■日時　1月31日㈰　
12時45分～16時
■場所　県立水郷小見川少年自然の家

■参加費　無料
県立水郷小見川少年自然の家
� ☎（82）1343

発明相談会

■日時　毎月第3金曜日
10時～16時（要予約）
■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

行政書士会による
無料相談
　1月から佐原中央公民館で開催し
ます。
■日時　1月14日㈭
13時30分～16時（要予約）
■場所　佐原中央公民館2階第1研
修室
■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　香取
� ☎0478（57）3950

建築無料相談

■日時　1月16日㈯　10時～15時
※奇数月のみ開催
■場所　佐原中央公民館
■相談内容　建築に関すること全般
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18日㈪　越川正雄税理士事務
所（佐原イ789）� ☎（52）3790
◇1月25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

法律無料相談

■日時　1月20日㈬　13時～16時
（要予約）
■場所　佐原信用金庫
■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

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16日㈯9時～22日㈮正午
○郡市高等学校書道展
　1月26日㈫13時～31日㈰14時

佐原文化会館� ☎（55）1161
○香取市消防団出初式
　1月9日㈯　10時～正午
○すくすく子育て支援チャリティ
　1月17日㈰　13時30分～15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
　1月10日㈰・17日㈰・24日㈰・31日㈰
　14時～　4歳以上対象
佐原 �わくわくおはなしかい
　�1月9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
　1月16日㈯　11時～　幼児から大人まで

◇今月の休館日
　�1月1日㈷～4日㈪・11日㈷・18日㈪・
　25日㈪・29日㈮

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

▲佐原張子「さる」（鎌田芳朗さん作）
※P2の佐原張子も同じ

平成28年1月1日暮らしの情報 6広報かとり


