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医療法人社団　寿光会　栗源病院
内科・皮膚科・リハビリ科

香取市助沢832-1　☎0478-70-5121
★2月より毎週金曜日に整形外科の診察を始めました。
　交通事故後、骨折後のリハビリのご相談承っております。

★女性医師による皮膚科外来を始めました。
　一度ご来院いただけますと次回から電話　
予約が可能です。
（皮膚科外来）火曜日14時～16時半、
　　　　　　第3土曜日9時～11時半
★肩こりでお悩みの方！ 毎週金曜日に肩こり
外来を行っています。

暮らしの情報
2013.AugustInformation

　国宝「伊能忠敬関係資料」は、
2,345点という他に類例のない規模
を誇る資料群です。
　そこには、地図や測量道具だけで
なく、伊能忠敬に関わるさまざまな資
料が含まれており、全体は5つの部門
に分類されています。
　本収蔵品展では、地図・絵図類、
文書・記録類、書状類、典籍類、器
具類のそれぞれの部門から、代表と
なる資料の実物を展示し、国宝「伊能
忠敬関係資料」の持つ奥深い世界を
紹介していきます。
■会期　9月23日㈷まで
■休館日　8月5日・12日・19日・26日、
9月2日・9日の月曜日
■場所　伊能忠敬記念館第1展示室
■入館料　大人500円、小中学生
250円（団体15人以上は大人450

円、小中学生200円）
※市内在住の小中学生、高校生は無料
伊能忠敬記念館 ☎(54)1118

▲特別図（伊豆国附八丈島并属小島沿海地図）

国宝伊能忠敬関係資料の世界
収蔵品展開催中

特別謝恩
ツアー 黒部ダム・大町温泉 Ｈ25年11月29日まで毎日出発

（8月12日～8月18日は除く）19,800円～28,300円※詳しい料金・内容につきましては
　下記営業所へお問い合わせ下さい

関鉄観光㈱ 観光庁長官登録旅行業第1293号 香取市佐原ロ2028-75

佐原営業所
国内旅行業務取扱管理者：荒竹大輔
http://www.kantetsu.co.jp/kankan/ (52)9151TEL

0478

募 集

自衛官など

自衛官候補生（男子）
■資格　採用予定月の1日現在、18
歳以上27歳未満
■受付期間　随時
自衛官候補生（女子）
■資格　採用予定月の1日現在、18
歳以上27歳未満
■受付期間　8月1日㈭～9月6日㈮
一般曹候補生
■資格　平成26年4月1日現在、18
歳以上27歳未満
■受付期間　8月1日㈭～9月6日㈮
航空学生
■資格　平成26年4月1日現在、21
歳未満の高卒者（見込み含む）
■受付期間　8月1日㈭～9月6日㈮
自衛隊千葉地方協力本部成田地域
事務所 ☎0476（22）6275

料理コンクールメニュー

　千葉県歯科衛生士会では｢かむ子・
のびる子・元気な子｣料理コンクール
のメニューを募集しています。

■テーマ　健康かみかみ弁当
■内容　千葉県の農水産物を使い、
よくかんで味わえる子ども向けのお
弁当の献立で、1人分500円前後の
食材（未発表の作品に限る）
■応募方法　9月17日㈫までに応募
票で申し込み。応募票は、千葉県歯
科衛生士会事務局にファクスで申し
込むか、ホームページからダウンロー
ドできます
http://www.chiba-dha.net
㈳千葉県歯科衛生士会

 ☎ 043（241）9903

お知らせ

原爆ポスター展

　「非核平和都市」を宣言する市では、
戦争の恐ろしさと平和の尊さを皆さ
んと一緒に考えるため「原爆ポスター
展」を開催します。
■日時　8月7日㈬～14日㈬
■場所　佐原中央公民館1階ロビー
総務課 ☎（50）1201

8月は
「食中毒予防強調月間」
　夏は食中毒が発生しやすい時期です。

　次のことに注意し、食中毒を予防
しましょう。
○食品を扱う時は、手を洗ってから
清潔な場所で調理しましょう。
○冷蔵庫の温度は10度以下に保つよ
うにしましょう。
○弁当を作るときは、いたみやすいも
のは避け、十分に冷ましたものを詰
め合わせましょう。
香取健康福祉センター（香取保健所）

☎（52）9161

献血にご協力を
お願いします

■日時　8月22日㈭　10時～11時
45分、13時～16時
■場所　佐原中央公民館
佐原ライオンズクラブ　大竹

☎（59）3231

北方領土返還運動
全国強調月間 

　8月と2月は「北方領土返還運動全
国強調月間」です。
　北方領土の返還を求める国民世論
は、外交交渉を後押しする最大の力
となります。北方領土問題の解決の
ためには、私たち一人ひとりが、返
還に向けた強い意志を共有すること
が大切です。
メッセージフリップ募集
　皆さんの「北方領土返還に向けた
想い」をメッセージフリップに掲げ、発
信してみませんか。
　応募方法は北方対策本部ホーム
ページをご覧ください。
http://hoppo-m-fl ip.go.jp/
内閣府北方対策本部啓発係

☎03（3581）1512

個人事業税
第1期は9月2日までに納付を
　個人事業税の第1期分の納期限は9
月2日㈪です。納税通知書は8月中旬
に送付しますので、早めに最寄りの金
融機関などで納めてください。
　個人事業税の納税は口座振替を利
用すると便利です。
香取県税事務所 ☎（54）1314

80歳記念写真撮影

　市では、今年度80歳を迎えられる
人に、記念写真を贈呈しています。
　記念写真の撮影期間は10月31日
㈭までです。期間を過ぎると撮影で
きません。
　撮影希望者は、写真館（店）に必ず
予約を入れ、市から送付した記念写真

撮影利用券を持参し撮影してください。
高齢者福祉課 ☎(50)1208

危険物取扱者保安講習

■期日　10月4日㈮
■場所　銚子市青少年文化会館（銚
子市前宿町1046）
8月26日㈪から30日㈮までに香取

広域市町村圏事務組合消防本部予防課
☎(83)2245

平成26・27年度
入札参加資格審査申請説明会
　平成26・27年度入札参加資格審
査申請の申請方法などに関する説明
会を開催します。
■日時　8月20日㈫　
◇午前の部　10時～ 開場9時30分
◇午後の部　14時～ 開場13時30分
※午前と午後の説明は、同じ内容です
■場所　佐原文化会館大ホール
■内容
◇平成26・27年度入札参加資格審
査申請の概要・変更点
◇申請方法など
※資料は、千葉県電子自治体共同運
営協議会ホームページからダウンロー
ドの上、持参ください
http://www.e-chiba.org/
■申込　事前に協議会ホームページ
から申し込みください
財政課 ☎(50)1207

講座・教室

ウエストサイズ物語 

■日時・場所
◇8月9日㈮・23日㈮　10時～正午
小見川スポーツ・コミュニティセンター
◇8月27日㈫　10時～正午　香取
市民体育館
■参加費　無料
■内容　健康体操、健康ダンス、サー
クルダンスなど（見学自由）
地域文化活動推進センター　松田
☎(56)0784　☎090(3509)7273

初級手話講習会

■日時　9月10日㈫～平成26年1月
28日㈫（全20回）　19時～21時
■場所　佐原本宿コミュニティホーム
■定員　30人
■参加費　無料
9月5日㈭までに社会福祉協議会本所
 ☎(54)4410　 (54)4797

…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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広報広報

かとり
広告募集中！

広報かとりに広告を載せませんか
　広報かとりは、信頼性が高く、市内で最も読ま
れている媒体です。
　香取市内はもちろん、市のホームページにリン
クしているので、幅広い情報発信ができます。会
社や店舗・仕事のPRなどに最適です。
問い合わせ　秘書広報課　電話(50)1204

日　時…９月16日（月・祝）15時～17時30分
会　場…ホテル日航成田
対象者…20歳～45歳の独身者
　　　 （男性は匝瑳市在住者に限る）
参加費…男性4,000円、女性2,000円
申込締切…８月23日（金）

匝瑳市役所企画課　☎0479-73-0081
メール：k-senryaku@city.sosa.lg.jp

そ
う
さ

そ
in

婚
活

※詳細は匝瑳市ホームページへ！ http://www.city.sosa.lg.jp/

匝瑳市 婚活 検  索

申し込み
問い合わせ

出会いを求めるなら、秋でしょ！！
ティーパーティーで縁結び

メンズライフ講座「極
きわみきわみ

」
デジカメスナップ入門

　デジタルカメラを使って日記をつけ
てみよう。
■対象　市内在住・在勤の成人男性
■日時　8月22日㈭、9月5日㈭　9
時30分～正午
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」1階101研修室
■定員　20人（先着順、最少開催人
数10人）
■参加費　500円（テキスト代など、
初回集金）
■持物　デジタルカメラ・メモ帳・筆
記用具
8月6日㈫から11日㈰までに小見

川市民センター「いぶき館」
☎(82)1123

やさしい工作教室

　「コイン落とし」を作って、楽しくお
金を貯めよう。
■対象　幼児（3歳以上）と保護者・
小学生
■日時　8月10日㈯・22日㈭　10
時～11時30分
■場所　佐原中央公民館2階和室（ま
こも・さつき）
■定員　各20人程度（先着順）
■参加費　無料（材料はすべて図書
館で用意します）
佐原中央図書館 ☎(55)1343

秋のウォーキング講習会

　基本的な歩き方・運動効率の良い
ウォーキングなど、公認指導員に教
わりながら実践します。
■対象　小学生以上
■日時　9月16日㈷　9時30分～正
午　受付9時～（雨天中止）
■場所　県総合スポーツセンター東
総運動場
■定員　50人（先着順）
■参加費　1人300円　（テキスト代、
保険料含む）
■講師　東総歩こう会　小早志昌氏
（公認指導員）
県総合スポーツセンター東総運動

場管理事務所 ☎0479(68)1061

8月
     1 2 3
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 25 26 27 28 29 30 31

 日 月 火 水 木 金 土

催 し

流しそうめん

■対象　幼児～小学生・その家族
■日時　8月25日㈰　9時30分～13
時（雨天中止）
■場所　山田児童館
■内容　そうめん台作り、流しそうめ
ん、かき氷
■定員　70人程度
■参加費　大人200円、子ども100円
■持物　おわん・箸・乾そうめん（大
人1人200g、子ども1人100g）
山田児童館 ☎（78）1050

ミックスダブルス
テニス大会

■日時　9月8日㈰（予備日なし）　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　ミックスダブルス
■定員　24ペア（先着順）
■参加費　ペアで2,000円（高校生
以下1人500円、当日受付支払い）
8月29日㈭までに体育協会佐原支

部 ☎(55)0003

小見川はんなり市

　小見川駅前通りを歩行者天国にし、
ステージでは各種団体のアトラクショ
ンや抽選会を開催します。
■日時　8月24日㈯　15時～20時
（通行止め　正午～22時）
■場所　小見川駅前通り（駅前十字
路～大坂屋燃料店前）
小見川はんなり市実行委員会（香

取市商工会内） ☎(82)3307

小見川吹奏楽団
定期演奏会

■日時　8月25日㈰　13時30分～
開場13時
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」多目的ホール
■曲目　イーストコーストの風景（ナイ
ジエル・ヘス）、吹奏楽の為の「バラー
ドⅠ」（兼田敏）ほか
■入場料　無料
小見川吹奏楽団　伊藤

☎090(2305)3699

無料相談

行政書士会による
無料相談

■日時　8月17日㈯　13時～16時
（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

労働無料相談

■日時　8月21日㈬　10時～16時
（予約不要）
■場所　連合千葉東総・香取地域協
議会事務所（銚子市勤労コミュニティ
センター内）
■相談内容　解雇、賃下げ、残業代
不払いなど労働問題全般
電話相談
■日時　毎週月～金曜日　9時30分
～17時 0120（154）052
連合千葉東総・香取地域協議会　

飯塚 ☎0479（23）2381

税理士による
税の無料相談

　希望者は、前日までに各税理士事
務所へ予約してください。
◇8月12日㈪　佐原税理士法人　佐
藤公彦（北3-8-6） ☎（52）2511
◇8月26日㈪　田畑武彦税理士事務
所（東庄町笹川い4677-18）
 ☎（86）2880

※現在、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

建築無料相談

■日時　8月17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な
んでも
千葉県建築士会香取支部　林

☎（55）1012

Event Schedule イベントスケジュール

佐原文化会館 ☎（55）1161

○映画「ゆずり葉」上映
　8月24日㈯　13時30分～16時
○夜回り先生講演会
　8月27日㈫　16時～20時

いぶき館 ☎（82）1123

○ヒップホップダンス発表会
　8月4日㈰　13時30分～
○小見川高校吹奏楽部定期演奏会
　8月11日㈰　13時～16時
○小見川吹奏楽団定期演奏会
　8月25日㈰　13時30分～15時30分
○ミュージックコンサート
　8月31日㈯　13時30分～16時

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　8月4日㈰・11日㈰・18日㈰・25日㈰
　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　 8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
◇今月の休館日（小見川図書館も同じ）
　8月5日㈪・12日㈪・19日㈪・26日㈪・
　30日㈮
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