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結婚相談  み つ ば
私たちが承ります

稲敷市光葉 9-127
tel＆fax.0299-79-3855
（国道125号沿い「幸田」の信号近く）

担当：江田

小さな相談室から

大きな幸せを！

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!

暮らしの情報
2013.SeptemberInformation

　第1回のイベント開催から2年が
経ち、しあわせアドバイザーの佐藤
藍子さんをお招きして「香取神宮de
縁結び♡」を開催します。
■日時　9月21日㈯ 14時～18時30分
■場所　香取神宮
※女性のみJR佐原駅から送迎あり
■定員　男女各30人
■参加費　3,000円
■申込　イベントに参加するには会
員登録と申し込み（9月9日㈪締切）

が必要です。詳しくは、ホームペー
ジをご覧ください
http://www.katori-enmusubi.jp
かとり縁結び大作戦実行委員会事
務局（企画政策課内）
 ☎（50）1206

しあわせアドバイザー
女優 佐藤藍子さん(香取市在住）

♡
かとり縁結び大作戦　2周年記念イベント

1回のイベント開催から2年が

会員600人突破
成婚カップル8組
赤ちゃん1人誕生！

募 集

自衛官など

■対象　平成26年4月1日現在、高
卒（見込み含む）で21歳未満の人
■種目
◇防衛医科大学校医学科学生
◇防衛医科大学校看護学科学生（自
衛官コース）
◇防衛大学校学生（前期）
■受付期間　9月5日㈭～30日㈪
自衛隊千葉地方協力本部成田地域
事務所 ☎0476（22）6275

国保小見川総合病院職員

■職種　医療事務員
■対象　昭和43年4月2日から平成
6年4月1日までに生まれた人
■資格　医療事務経験者または、医
療秘書技能検定3級以上
■募集数　1人
■選考方法　書類審査、面接
■任用予定　平成26年4月1日
9月30日㈪までに履歴書（写真貼

付）を〒289-0332 南原地新田438
国保小見川総合病院総務課へ持参ま
たは郵送 ☎(82)3161

千葉ロッテマリーンズ
無料観戦バスツアー

■対象　市内在住の4歳
から小学生以下の子ども
と保護者（子ども1人につ
き保護者1人無料）
■期日　9月23日㈷
■場所　QVCマリンフィールド
■試合　福岡ソフトバンク戦　試合開
始13時
■定員　80人（子ども40人、保護者
40人）（先着順）
■集合場所　小見川市民センター
「いぶき館」
■特典　グラウンドでのオープニング
ダンスに参加
※参加者へは事前のダンスレッスンを
開催します
■申込　次のホームページから申し
込みください
http://www.katori-marines.com
千葉ロッテマリーンズ香取後援会

飯田（平日9時～18時） ☎(82)7666

お知らせ
献血にご協力を
お願いします

■日時　9月30日㈪　10時～11時

45分、13時～16時
■場所　市役所
健康づくり課 ☎(50)1235

シンポジウム
6次産業化の成功に向けて
■日時　9月25日㈬　13時30分～16時
■場所　千葉市ビジネス支援セン
ター13階（きぼーる内）（千葉市中央
区中央4-5-1）
■講演　6次産業型商品の活かせる
道を探る
◇講師　食と農研究所　加藤寛昭氏
■パネルディスカッション　6次産業
化に期待すること、注文すること
9月18日㈬までに、住所、氏名、

電話番号を申込用紙に記入し、ファ
クスで千葉6次産業化サポートセン
ター（特定非営利活動法人千葉農業
支援ネットワーク）
http://www8.plala.or.jp/agri-chiba/

Industrialization/Industrialization.html
☎043(310)3271 043(310)3273

危険物取扱者試験

■種類　甲種・乙種（全類）・丙種
■試験日　11月24日㈰
■試験会場　千葉科学大学
■受付期間　9月20日㈮～10月10日㈭
（電子申請は9月17日㈫～10月7日㈪）
■申込　千葉県試験研究センター千
葉県支部（千葉市中央区末広2-14-
1）へ郵送またはインターネットによる
電子申請
http://www.shoubo-shiken.or.jp

※香取広域市町村圏事務組合消防本
部予防課、消防署、分署、分遣所、
出張所で願書を配布
千葉県試験研究センター千葉県支部

☎043(268)0381

講座・教室

自動車点検教室

■対象　運転免許のある人、参加車
両自由（不正改造車除く）
■日時　9月29日㈰　10時～15時
（受付9時30分～）　小雨決行
■場所　浅間台スポーツランド（岩部
179-2）
■内容　座学（自動車のしくみ・安
全運転のための点検整備講座など）、
実技（タイヤの取り外し方・日常点検
方法の実施）、ブレーキ体験（ウエット・
ドライ）、アシストブレーキ車両体験
試乗、ジムカーナーコース走行

■定員　100人程度（先着順）
■参加費　無料
■服装　軽作業ができる服装。コー
ス走行希望者はヘルメット・長袖の服、
グローブ持参
9月21日㈯までに、千葉県自動車

整備振興会佐原支部事務局　田中自
動車㈱　田中 ☎(54)2182
小見川支部事務局　加瀬モータース
加瀬 ☎(78)2148

合気道教室

■対象　市内在住・在学・在勤者
■日時　10月8日㈫・15日㈫・22
日㈫・29日㈫（全4回）　19時～20
時30分
■場所　香取市民体育館武道場
■定員　30人（先着順）
■参加費　1,500円（保険料含む）
9月5日㈭から生涯学習課

☎(50)1221

ウエストサイズ物語 

■日時・場所
◇9月10日㈫・24日㈫ 10時～正午
香取市民体育館
◇ 9月13日㈮　10時～正午
小見川スポーツ・コミュニティセンター
■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

子どもピンポン教室

■対象　市内小学4年～中学2年生
の児童・生徒とその保護者
■日時　10月3日㈭～11月14日㈭
毎週木曜日（全7回）　19時30分～
21時（初日は19時から開級式）
■場所　小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
■定員　30人（先着順）
■参加費　500円
9月25日㈬までに小見川スポーツ・

コミュニティセンター ☎(83)0101

かとり和太鼓教室

■対象　小学4年生～大人
■日時　9月27日㈮～12月6日㈮の
毎週金曜日　19時～21時、12月
14日㈯　14時～（全12回）
■場所　ＹＡＭＡＤＡ星太鼓練習場
（Studio　ＤＡＯ）
※最終回は小見川市民センター「い
ぶき館」

…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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　会社や店舗・仕事のPRなど、市のホー
ムページにもリンクしているため、全国
ネットで情報をＰＲできます。
問い合わせ　秘書広報課 ☎(50)1204

広 告
募集中!



■定員　30人（先着順）
9月14日㈯までに住所、氏名、

電話番号、年齢を記入しはがきで
〒289-0411 香取市府馬2769 ＹＡ
ＭＡＤＡ星太鼓　髙木 ☎(78)2110

市民テニス講座

■対象　小学生以上の市内在住・在
学・在勤者
■日時　9月29日㈰　9時～正午　
受付8時45分～
■場所　くろべ運動公園テニスコート
■定員　30人（先着順）
■内容　コーチングスタッフによるテ
ニスレッスン
■参加費　1,000円（当日支払い）
9月19日㈭までに体育協会佐原支部

☎(55)0003

催 し

道の駅くりもと「創業祭」

　今年は「旬の味覚を存分に楽しも
う！」をテーマに、新米フェアとしてお
にぎりやお餅の無料配布、くりもと
特産の梨・ぶどうの特売会、蒸かし
＆焼きいもの新サツマイモの食べくら
べ、地元産新鮮野菜の特売会など、
楽しいイベント盛りだくさんです。
■期日　9月15日㈰・16日㈷
■場所　道の駅くりもと紅小町の郷
■内容
参加・体験イベント
サツマイモ・落花生掘り大会（15・
16日）、ニジマス釣り大会（15日）、
ザリガニ釣り大会（16日）
ステージイベント
「香取幸江」歌謡ショー（15・16日）、「Ａ
ＧＡＩＮ」ライブ（15・16日）、かかし祭
りコンテスト表彰式（16日）
※詳細はホームページ、店頭配布の
案内をご覧ください
http://www.benikomachi.jp/
道の駅くりもと紅小町の郷

☎(70)5151

小野川に下座舟

■日程　9月14日㈯…牧野下座連、
15日㈰…分内野下座連、21日㈯…
神崎芸座連、28日㈯…寺宿囃子連、
10月6日㈰…新和下座連
※日程が変更となる場合があります
ので、事前に問い合わせください
■時間　11時～、13時30分～
■場所　小野川（樋橋～新橋）
※雨天時は佐原町並み交流館で実施
商工観光課 ☎(50)1212

市民ハイキング
「高尾山」

■対象　市内在住・在勤者で健脚な人
■日時　9月29日㈰ 7時市役所出発
■場所　東京都、高尾山
■定員　120人（先着順）
■参加費　2,500円（保険料を含む）
9月6日㈮から参加費を持参し、生

涯学習課（1人の申し込みで4人まで）       
☎(50)1221

市民卓球大会

■対象　市内在住、在勤、在学者
■日時　9月8日㈰　9時～
■場所　香取市民体育館
■種目　男女団体戦（シングルス4、
ダブルス1）およびシングルス
■参加費　無料
9月4日㈬までに、体育協会卓球部
篠塚（〒287-0003 佐原イ3374）ま
で郵送またはファクス (54)3477
 ☎（52）2255

小見川スポーツフェスタ

■日時　10月13日㈰　8時50分～15時
■場所　小見川スポーツ・コミュニ
ティセンター、小見川Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター、水郷小見川少年自然の家
事前申込種目
◇ヘルスバレーボール　小学生の部
（4～6年生）、一般の部（中学生以上）
◇水郷ふれあい駅伝　小学生の部（4
～6年生）、中学生の部、一般の部（高
校生以上）
◇親子マラソン　小学生の親子
◇ターゲットバードゴルフ　男子の
部、女子の部
当日申込種目
◇ストラックアウト　小学生以下の
部、一般の部（中学生以上）
◇キックターゲット　小学生以下の
部、一般の部（中学生以上）
◇ダーツ　小学生以下の部、一般の
部（中学生以上）
◇輪投げ　小学生以下の部、一般の
部（中学生以上）
事前申込種目は、9月27日㈮まで

に小見川スポーツ・コミュニティセン
ター ☎（83）0101

市民パークゴルフ大会

■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　10月7日㈪　8時受付
■場所　しすいの森パークゴルフ場
（印旛郡酒々井町墨1200）
■定員　140人（先着順）
■参加費　1,400円（当日受付で支払い）
9月20日㈮までにパークゴルフ協

会　大﨑 ☎ (57)1003

千葉県54ウォーク
香取市

　伊能忠敬ゆかりの小野川沿いと香
取神宮、雄大な利根川をめぐるコー
スです。（10㎞・14㎞）
■日時　9月15日㈰　10時～15時
■場所　佐原中央公民館前
■参加費　300円
ＮＰＯ法人千葉県ウォーキング協会

☎043(255)0141
東総歩こう会　川尻 ☎090(4243)6769

無料相談

労働無料相談

■日時　9月18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

建築無料相談

■日時　9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な
んでも
千葉県建築士会香取支部　林

☎（55）1012

法律無料相談

■日時　9月18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

難病相談

　原因不明の治りづらい症状でお悩
みの人と家族のために、面接相談を
行います。専門の医師が担当し、相
談は無料です。
■日時　9月11日㈬ 14時～16時30分
■場所　香取健康福祉センター（香
取保健所）
■症状　手足がふるえる・言葉がも
つれるなど
■担当医師　旭中央病院神経内科　
松永高志医師
■申込　予約制です。相談日の5日
前までに電話で申し込みください（先
着順）
香取健康福祉センター健康生活支

援課 ☎(52)9161

行政書士会による
無料相談

■日時　9月21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

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。
◇9月9日㈪　大川惣一税理士事務所
（北3-3-6　シャトミーA106）
 ☎（52）1288
◇9月24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

9月
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 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

○鹿島水墨画教室展示会
　9月5日㈭～7日㈯16時
○香取科学工夫作品・論文展
　9月13日㈮～20日㈮15時

いぶき館 ☎（82）1123

○「夢コンサート」バイオリン発表会
　9月1日㈰　13時～16時
○日本舞踊チャリティイベント
　9月15日㈰　10時～16時30分
○講演会「うつ症状と認知症」
　9月26日㈭　14時～15時30分

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　 9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
　 9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）
　 9月2日㈪・9日㈪・16日㈷・23日㈷・
27日㈮・30日㈪
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