
〈広告〉

午後のティータイムのように
ふんわり、ゆったりとした韓国語教室

マンツーマンレッスン
教室（自宅）or出張レッスン
韓国料理を味わう受講も可
月4回×約90分 10,000円

韓国語ホームスクール
香取市観音450-12

☎090-6134-7878（井出）
http://ameblo.jp/metel999chs/
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　4月から広告料金が安く
なり長期割引も始めました。
問い合わせ
秘書広報課 ☎(50)1204

広告募集中!

1331お知らせ

市営墓地の分譲

■所在地　香取市下飯田
■分譲区画数　3区画
■1区画面積　4.86㎡
■永代使用料　15万円
■管理料　年間2,060円
■申込資格　市内在住者
■申込　6月2日㈪から23日㈪まで
に環境安全課および各支所地域班に
ある申請書に必要事項を記入し提出
■抽選日　6月25日㈬　19時～　市
役所3階301会議室
環境安全課 ☎(50)1248

献血にご協力を
お願いします
■場所・日時
栗源保健センター
◇6月4日㈬　10時～12時30分
山田支所
◇6月20日㈮　13時30分～16時
健康づくり課 ☎(50)1235

香取コミュニティセンター
断水のお知らせ
　佐原中央公民館、香取市民体育
館、佐原中央図書館は、高架水槽
揚水管および給水管交換工事により、
断水となるため、工事期間中、トイレ
と水道が使用できません。
　この間、トイレは、仮設トイレを利

用ください。
■工事期間　6月3日㈫～6日㈮
佐原中央公民館 ☎(55)1151

香取市民体育館 ☎(55)1290
佐原中央図書館 ☎(55)1343

小野川両岸で歩行者天国

　あやめ祭り期間中の6月の土・日
曜日に「小野川両岸歩行者天国」を実
施します。
■日時　6月1日㈰・7日㈯・8日㈰・
14日㈯・15日㈰・21日㈯・22日㈰　
10時～16時
■交通規制範囲　本宿側は共栄橋か
ら市川米店まで、新宿側は共栄橋か
ら白鳥石材㈱角地までの区間（自転
車を押しての通行は可）
佐原商工会議所 ☎(54)2244

農業者年金現況届の
提出を忘れずに
　6月は農業者年金の現況届の月で
す。
　現在、農業者年金を受給している
人は、5月中に農業者年金基金から
「現況届」が郵送されています。必要
事項を記入し、6月30日㈪までに農

業委員会事務局または各支所地域班
へ持参ください。
　期限内に提出がなかった場合は、
年金支給が差し止めになることがあり
ますので、忘れずに提出ください。
農業委員会事務局 ☎(50)1226

6月議会開会

　6月定例市議会は、6月3日㈫から
開会予定です。
　この本会議を傍聴してみませんか。
詳しい日程、ライブ中継などは、市
議会ホームページをご覧ください。
　日程は、変更になる場合がありま
すので、傍聴の際は問い合わせくだ
さい。
http://www.city.katori.lg.jp/

gikai/index.html
議会事務局 ☎(50)1217

佐原教科書センター
教科書展示
　佐原教科書センターでは、小中学
校用検定済教科書などの見本を展示
します。
■期間　6月13日㈮～28日㈯　9時
～17時（日曜日を除く）
■場所　北総教育事務所香取分室
（北3-1-3）2階展示室
佐原教科書センター（北総教育事

務所香取分室内）根本 ☎(54)1529

香取リウマチ医療相談会

■日時　6月14日㈯　13時30分～16時
■場所　神崎ふれあいプラザ視聴覚
室（神崎町神崎本宿96）
■講師　神崎クリニック院長　長井
仁美氏、成田赤十字病院リウマチ・
アレルギー内科部長　平栗雅樹氏
■参加費　無料
香取リウマチの会　桜井 ☎(52)3303

1442講座・教室

はんどめいど工房

■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　7月4日㈮・18日㈮、8月4日
㈪・28日㈭、9月5日㈮の全5回　13
時30分～
■場所　栗源保健センターほか
■定員　15人
■参加費　毎回2,000円程度
■内容　かわいい小物や装飾品の作成
6月2日㈪から13日㈮までに栗源

生涯学習担当 ☎(75)2171

栗っ子クッキング

■対象　市内在学の小学1～6年生
■日時　6月28日㈯　9時～（4時間
程度）
■場所　栗源保健センター2階調理室
■定員　16人程度
■参加費　500円（材料費）
6月13日㈮までに栗源生涯学習担

当 ☎(75)2171

男の料理教室

■対象　おおむね60歳以上の男性
■定員　各会場30人（先着順）
■参加費　各回500円
■持物　エプロン、三角巾、筆記用具
■場所・日時
佐原中央公民館調理実習室
◇日時　7月24日㈭、8月21日㈭、9
月25日㈭、10月16日㈭　10時～14時
6月20日㈮までに社会福祉協議会

本所 ☎(54)4410
小見川社会福祉センター（さくら館）
調理室
◇日時　7月2日㈬、9月3日㈬、12
月3日㈬、平成27年3月4日㈬　9時
30分～13時
6月20日㈮までに社会福祉協議会

小見川支所 ☎(83)7071
山田公民館調理室
◇日時　6月19日㈭、8月7日㈭、10
月29日㈬　9時30分～13時
6月10日㈫までに社会福祉協議会

山田支所 ☎(78)1056

弓道教室

■対象　市内在住・在勤の初心者（学
生を除く）
■日時　6月15日～8月17日の毎週
日曜日　15時～17時
■場所　香取神宮弓道場
■定員　10人
■参加費　2,500円
■服装　運動しやすい服装
6月10日㈫までに体育協会佐原支

部 ☎(55)0003

ウォーキング教室

■日時　6月14日㈯　9時～正午（雨
天中止）
■場所　佐原公民館　当日受付
■参加費　300円（保険、資料代）
■服装・持物　運動しやすい服装、
タオル、飲み物
東総歩こう会　小早志 ☎(54)2467

…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

■入居資格　市内在住・在勤者で、
現在住宅に困っている人（所得制限な
どあり）
■敷金　家賃3カ月分
■申込期間　6月16日㈪～30日㈪
■募集住宅
粉名口団地
◇場所　佐原ロ2097-7
◇募集戸数　3戸（1～3階）
◇種別　一般住宅（昭和57年～昭和
60年築）
◇家賃　1万7,100円～
◇規格　3ＤＫ（6畳2間・4畳半1間・
台所・浴室・水洗トイレ）
◇その他　浴槽、風呂釜は入居者の
負担で設置
片野団地
◇場所　片野411
◇募集戸数　1戸（1階）
◇種別　高齢者用住宅（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・水洗トイレ）
◇その他　浴槽、風呂釜は入居者の
負担で設置
大戸団地
◇場所　大戸川1956-1
◇募集戸数　1戸（4階）
◇種別　一般住宅（昭和53年築・平
成24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）
岩ヶ崎住宅
◇入居資格　香取市において東日本
大震災により滅失した住宅に居住し
ていた人で、被災者生活再建支援制
度の加算支援金を受けていない人
◇場所　佐原ホ1229-10
◇募集戸数　1戸
◇種別　一般住宅（平屋建て）
◇家賃　2万4,100円～
◇規格　2ＤＫ（6畳2間・台所・浴室・
水洗トイレ）

市営住宅市営住宅入居者の募集入居者の募集
都市整備課　☎(50)1214
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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! 借金の整理 不動産・建築

離婚・相続自己破産 過払金回収

（完全予約制）
問合せ・ご予約は

平日夜間対応可
秘密厳守0299-91-1171

神栖ひまわり基金法律事務所
弁護士 瀧 智英・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
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231催 し

はなうえ祭

　マリーゴールドの苗を植え付けます。
参加者全員に花の苗をプレゼント。
■日時　6月8日㈰（小雨決行）　9時
～10時30分
■場所　くろべ運動公園艇庫前
■参加費　無料
黒部川をふるさとの川にする会　

岡本 ☎090(3009)8853

県民の日　遊び体験

　ふかふかの土の上を歩いて自然を
体験してみよう。
　山での遊びを手伝ってくれる中学・
高校生のボランティアも募集しています。
■対象　小学生とその家族 
■日時　6月15日㈰（雨天決行）　9
時30分～12時30分
■場所　やまとの森（新里）
■内容　自然体験、山遊び、竹細工、
五平餅づくり
■定員　20人
■参加費　1人300円
■持物など　米1合、軍手、水筒、
汚れてもよい服装（持っている人は、
のこぎり・小刀、雨天時はカッパ・長靴）
山田児童館 ☎(78)1050

県民の日かとり
郷土に響く吹奏楽と合唱の共演
■日時　6月15日㈰　10時～15時
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」多目的ホール
■入場料　無料
■内容
◇香取郡市内で活動する吹奏楽・合
唱グループによる共演
◇香取地域の伝統神事「おらんだ楽
隊」の出演
千葉県香取地域振興事務所地域振

興課 ☎(54)1311

シングルステニス大会

■日時　7月6日㈰（予備日20日㈰）　
8時30分～　受付8時15分～
■場所　くろべ運動公園テニスコート
■種目　男子・女子シングルス
■定員　男女合わせて30人（先着順）
■参加費　1,000円（高校生以下500
円、当日受付支払い）
6月1日㈰（市外の人は6月11日㈬）

から体育協会佐原支部 ☎(55)0003

佐原町並み交流館 10周年記念事業
鎌田芳朗　張子人生60周年記念展

■日時　6月10日㈫～29日㈰　10
時～17時
■場所　佐原町並み交流館
■入場料　無料
佐原町並み交流館 ☎(52)1000

ベビーマッサージ

■対象・日時
◇生後1カ月から6カ月の乳児と家族
　6月17日㈫・20日㈮　10時～11時
◇生後7カ月から1歳6カ月までの幼
児と家族
　6月24日㈫・27日㈮　10時～11時
■場所　山田児童館
■内容　ベビーマッサージ
■定員　各6組程度
■参加費　500円
■持物　バスタオル、ガーゼ、飲み物
山田児童館 ☎(78)1050

道の駅　水の郷さわら
旨いもの市
■日時　6月1日㈰（雨天決行）　10
時～15時30分
■場所　道の駅　水の郷さわら
■内容
◇販売コーナー　市内農産物・加工
品などの販売
◇ステージイベント　オミザイル、ス
タジオ ハウオリヌイ フラダンス、和
太鼓香

かのん

音、平野たかしカルテット、カト
レンジャー、Baris Oriental Dance
道の駅　水の郷さわら ☎(50)1183

HAPPYバレンタインin出雲

■対象者　下記に該当する25歳くら
いから45歳くらいまでの独身者
◇男性　香取市・成田市・富里市・
山武市・栄町・神崎町・芝山町・横
芝光町・多古町の在勤・在住者
◇女性　上記の9市町の在勤・在住
者または在住希望者
■期日　9月6日㈯・7日㈰　成田国
際空港発着　1泊4食付き
■内容　出雲大社・松江城・宍道湖・

水木しげるロード・江島大橋（ベタ踏
み坂）・縁結びスポット巡り・グルー
プ体験・オプショナルツアー・参加者
交流パーティーなど
■定員　男女各20人（先着順）
■参加費　男性39,800円、女性
32,800円
7月25日㈮までに多古町企画財政

課内交流イベント事務局へ電話また
はメール ☎0479(76)5409
kikaku-kuukou@town.tako.chiba.jp

県立佐原病院
フェスティバル
■日時　6月14日㈯　9時～15時
■場所　県立佐原病院新館（1・2階）
■内容　介護ロボットの体験、健康
教室、介助指導、お薬よろず相談、
手洗い教室、栄養相談、アロママッ
サージの体験、フラダンスなど
※当日、参加者に健康補助食品、介
護食品などの無料配布もあります
■参加費　無料
県立佐原病院地域医療連携室

☎(54)1231

無料相談

建築無料相談

■日時　6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

法律無料相談

■日時　6月20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

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。
◇6月9日㈪　金子春恵税理士事務所
（佐原イ4149） ☎（55）2023
◇6月23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

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

デアイノバ タカハシ

　広報かとり5月15日号で掲載
した、6月22日㈰開催の市民ハ
イキングは、6月8日㈰8時30分
から参加費を添えて、各窓口へ
直接申し込みください（電話での
申し込みは不可）
※詳しい内容は、５月15日号の
7ページをご覧ください
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

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原文化会館 ☎（55）1161

　耐震補強大規模改修工事のため休館

いぶき館 ☎（82）1123

○「県民の日かとり」事業
　6月15日㈰　10時～15時
○「自然との対話」写真展
　6月17日㈫～20日㈮　9時～22時
○佐原高校吹奏楽部定期演奏会
　6月21日㈯　13時～15時30分
○佐原ウインドアンサンブル定期演奏会
　6月29日㈰　13時30分～16時

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　6月1日㈰・8日㈰・15日㈰・22日㈰・
　29日㈰　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　 6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）
　 6月2日㈪・9日㈪・16日㈪・23日㈪・
30日㈪
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