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学校教育
学校教育課　☎50-1239

小・中学校
小学校への入学
教育委員会では、新しく入学する児童（その年の4月1日に
満6歳に達する子ども）に対し、就学時健康診断を10月と11
月に行います。該当する児童の保護者には、事前に案内書を
郵送します。就学通知書は1月末に郵送します。
この就学通知書には、①児童名・生年月日、②入学する学校
名、③入学式の日時などが記入されています。入学児童のい
る家庭で、この通知書が届かなかった場合は、学校教育課へ
お問い合わせください。
中学校への入学
1月末に教育委員会から就学通知書を郵送します。
転校
市内で他の学区に転居することにより転校する場合は、在
籍校から転校に必要な書類を交付してもらい、学校教育課ま
でおいでください。
市内の学校から他市町村に転居することにより転校する
場合は、在籍校へ申し出て、転校に必要な書類を交付しても
らい、転出先の市町村教育委員会で手続きをしてください。
他市町村から転入により市内の学校に転校する場合は、そ
れまでの在籍していた学校で必要な書類を交付してもらい、
学校教育課までおいでください。

就学援助
義務教育費用の援助
経済的理由で就学が困難と認められる児童生徒に学用品
代・給食費などの費用の一部が援助されます。在学している
学校または、学校教育課にご相談ください。
香取市奨学資金貸付
市では、将来社会に貢献する人材を育成することを目的と
し、経済的理由により、大学、専修学校（専門課程に限る）に
就学困難な学生に対して奨学資金を貸し付けします。貸し付
けを希望する人は、学校教育課にご相談ください。
対 象 者：大学、専修学校（専門課程に限る）に入学が決定、
または在学する人

貸付金額：月額30,000円以内
返　　済：貸付終了の6カ月後から貸付期間の3倍の期間内
に返済

幼稚園
名称 所在地 電話番号 地図座標
（公立）

佐原幼稚園 佐原イ1800、
佐原イ1874 52-3224 ③・A-4

津宮幼稚園 津宮712-2 57-0818 ③・E-2
（私立）
（学）佐原みどり
学園佐原みどり
幼稚園

佐原ロ
2114-1 52-2772 ③・A-2

（学）愛心学園
白百合幼稚園

佐原イ
402-2 52-4080 ①・D-2

小学校
名称 所在地 電話番号 地図座標

佐原小学校 佐原イ
1870 52-2044 ③・A-4

北佐原小学校 佐原ニ
1676 56-0403 ⑥・C-1

東大戸小学校 大戸877 54-2250 ②・A-4
竟成小学校 観音481 59-3842 ⑥・C-3
福田小学校 福田240 59-2900 ⑥・C-5
香取小学校 香取1875 57-3082 ③・D-5

神南小学校 下小野
1599 59-2559 ⑥・D-4

瑞穂小学校 堀之内
1770-96 52-2042 ⑥・A-2

新島小学校 加藤洲685 56-0903 ⑤・D-5
津宮小学校 津宮1215 57-0239 ③・D-2
大倉小学校 大倉501 57-0007 ⑦・A-2
小見川中央
小学校 小見川94 82-2047 ④・C-3

小見川東小学校 阿玉川728 82-2391 ④・E-5
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案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年5月16日
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8FK176H0B

192
130

白百合幼稚園 御中

幼稚園 エリアマップ1図 D‐2

学校法人 愛心学園 白百合幼稚園
「じぶんで！」の思いを大切に モンテッソーリ教育の
中で１人１人が持っている力を引き出します。
■香取市佐原イ402-2
■TEL:0478-52-4080

043－261－7714
香取市くらしのガイドブック

■画像著作権：確認済
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名称 所在地 電話番号 地図座標
小見川西小学校 内野35 82-7124 ⑦・A-5
小見川北小学校 富田800 82-2692 ⑦・B-3
山田小学校 仁良356-1 79-0065 ⑨・D-4
栗源小学校 岩部5025 75-2019 ⑧・B-4

中学校
名称 所在地 電話番号 地図座標

佐原中学校 佐原ロ
2124-1 52-5157 ①・D-2

香取中学校 津宮1440 50-5000 ③・E-2
佐原第五中学校 大戸937 55-2233 ②・A-4

新島中学校 佐原ハ
4428 56-0702 ⑤・C-4

小見川中学校 小見川
4685 82-3144 ④・A-2

山田中学校 仁良356-1 78-4411 ⑨・D-4
栗源中学校 岩部1051-1 75-2034 ⑧・B-4

給食センター
名称 所在地 電話番号 地図座標
香取市学校給食
センター

小見川
5215 82-2628 ④・E-2

高校
名称 所在地 電話番号 地図座標

県立佐原高校 佐原イ
2685 52-5131 ①・E-5

県立佐原白楊
高校 佐原イ861 52-5137 ①・B-3

県立小見川高校 小見川
4735-1 82-2146 ④・B-2

千葉萌陽高校 佐原イ
3371 52-2959 ①・D-4

生涯学習課　☎50-1224

教養趣味を求める人に（生涯学習）
生涯学習
「ものの豊かさ」から「心の豊かさ」を求めるライフスタイ
ルの変化、また、高齢化社会の到来、国際化、情報化の進展、
科学技術の進歩などの社会変革が進むなかで、生涯にわたっ
て新たな知識や技術を習得できるような生涯学習への関心
が高まっています。
市では、多様化、高度化する市民の学習ニーズに対応した
各種の講座や教室を開催しています。
各種講座や教室の開催日時や場所などについては、「広報
香取」、インターネットの市ホームページ、香取市生涯学習ガ
イドなどでお知らせします。

青少年教育
豊かな人間性を持つ青少年を育成するため、青少年の生活
の場となる家庭・地域・学校など、関係機関の連携のもと、地
域社会全体で子どもたちをはぐくみ、地域活動やボランティ
ア活動などを通じ、明るい社会環境づくりを推進していま
す。

生涯学習・生涯スポーツ
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主な事業：
文化財の保護
市内には、国宝の海獣葡萄鏡（香取神宮）や伊能忠敬関係資
料をはじめ、多くの国・県・市指定文化財があります。市民共
有の財産として、また、市の歴史を知る資料として、その保
存管理と活用に努めています。
また、文化財に対する理解や愛着を深めるため、その一部
を香取市文化財保存館（いぶき館2階）で展示・公開するとと
もに、市の広報や各種歴史講座で取り上げています。
国の重要無形民俗文化財である佐原の山車行事が、「山・
鉾・屋台行事」の一つとしてユネスコ無形文化遺産に登録さ
れ、また、佐原は百万都市・江戸を支えた商家の町として、城
下町・佐倉、門前町・成田、港町・銚子とともに日本遺産「北総
四都市江戸紀行」に認定されています。市では、これらを地域
活性化や観光振興に生かすため、関係機関と連携をとりなが
ら事業を展開しています。

佐原中央図書館・小見川図書館
図書館は本を読む場所であるだけではなく、幅広い情報発
信の場でもあります。参考図書から雑誌、CD、DVDまで、大
人も子どもも知りたい、知って楽しい、いろいろな情報を取
り揃えて、知識豊富なスタッフがいつでも皆さまをお待ちし
ています。

公共施設利用案内（市民センター、図書館、AEDなど）
●● 市民センター、公民館

AED設置 名称 電話番号 所在地 地図
♥ 佐原中央公民館 55-1151 佐原イ211 ①・C-3
♥ 山田公民館 78-4431 長岡1303-2 ⑨・D-5
♥ 佐原文化会館 55-1161 佐原イ211 ①・C-3
♥ 小見川市民センターいぶき館 82-1123 羽根川38 ④・C-4
♥ 栗源市民センターさつき館 75-1100 岩部700 ⑧・A-4

●● 文化施設
AED設置 名称 電話番号 所在地 地図
♥ 伊能忠敬記念館本館 54-1118 佐原イ1722-1 ①・D-5

伊能忠敬旧宅 記念館本館　54-1118 佐原イ1900-1 ①・D-5
佐原三菱館（改修中） （問）文化財班　50-1224 佐原イ1903-1 ①・D-5
香取市文化財保存館（いぶき館内） （問）文化財班　50-1224 羽根川38 ④・C-4

●● 図書館
AED設置 名称 電話番号 所在地 地図

佐原中央図書館 55-1343 佐原イ211 ①・C-2
小見川図書館（いぶき館内） 80-0511 羽根川38 ④・C-4
山田公民館図書室 （問）山田公民館　78-4431 長岡1303-2 ⑨・D-5
栗源市民センターさつき館図書室 （問）管理事務室　75-1100 岩部700 ⑧・A-4

※AED設置:自動体外式除細動器（AED）設置施設
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健康・体力づくりを求める人に（生涯スポーツ）
生涯スポーツ
市民の一人ひとりが体力、年齢、技術、目的に応じた健康・体力づくりができるように各種スポーツ教室や各種スポーツ大会
を開催しています。
それぞれの教室や大会の日程などについては、「広報かとり」「カトリスポーツ情報ナビ」（市ホームページ内）でお知らせしてい
ます。

公共施設利用案内（スポーツ施設など）
主なスポーツ施設
●● 体育施設など

AED設置 名称 電話番号 所在地 使用区分 地図
♥ 香取市民体育館

（問）市民体育館
55-1290

佐原イ211 ①・C-3

与田浦運動広場 津宮4992-85 野球場
多目的広場 ⑥・E-1

佐原野球場 佐原イ1077 野球場 ①・B-4
佐原庭球場 佐原イ771 テニスコート ①・B-4
玉造庭球場 玉造734-1 テニスコート ②・C-4

佐原河川敷緑地 佐原ロ2112 野球場、サッカー場
テニスコート ③・A-1

本矢作運動広場 （問）スポーツ振興班
55-1290 本矢作918-4 多目的広場 ⑥・C-4

♥ 小見川スポーツ・コミュニ
ティセンター 83-0101 小見川5218 ④・E-3

♥ 小見川B&G海洋センター

（問）小見川B&G
82-1000

小見川4866-736 体育館
ミーティングルーム ④・D-2

くろべ運動公園野球場・テ
ニスコート 小見川4866-109 野球場

テニスコート ④・D-2

小見川河川敷運動公園 八日市場地先 野球場
サッカー場 ⑦・C-3

♥ 山田B&G海洋センター
（問）山田B&G
78-3204

仁良361-2 体育館、武道場
ミーティングルーム ⑨・D-4

山田中央運動広場 仁良361 野球場
テニスコート ⑨・D-4

八都運動広場 小見64 テニスコート ⑨・B-1

♥ 栗源B&G海洋センター
（問）栗源B&G
75-3311

岩部1045-1 体育館、武道場
ミーティングルーム ⑧・B-4

栗源運動広場 岩部1045 野球場 ⑧・B-4
栗源多目的芝生広場 岩部5051 グランドゴルフ場 ⑧・A-4

※AED設置:自動体外式除細動器（AED）設置施設
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