
　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!

香取市佐原イ2943　☎52－4545
http://www.yamaken.ne.jp/
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どこに頼んでよいかわからない工事
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〈広告〉 〈広告〉

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！

　伊能忠敬が、人生のそれぞれの時
期にかかわった、「江戸」について紹
介しています。
　忠敬は、佐原にいるころから、商
売のため江戸の小網町に何度も足を
はこびました。隠居後の勉学と、測
量前半の拠点は深川黒江町の自宅で
した。測量の後半には亀島町に居を
移し、江戸を詳細に測量し、そこで
最期を迎え、浅草の源空寺に葬られ
ました。
　全国の実測図は忠敬の死後、孫の
忠
ただ

誨
のり

が幕府に献上し、その功績によ
り、箔

はく

屋
や

町に屋敷を与えられました。
■期間　10月1日㈫～11月17日㈰
■休館日　10月7日㈪・21日㈪・

28日㈪、11月11日㈪
■入館料　大人500円、小中学生
250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

▲忠敬が写した江戸図

～商売・勉学・測量・永眠・褒美～

伊能忠敬記念館　企画展

伊能忠敬と江戸

お知らせ

福祉講演会

■日時　10月23日㈬ 13時30分～
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」304研修室
■内容　障がい者や高齢者の暮らし
を守る「成年後見制度の理解と活用」
■講師　一般社団法人東総権利擁護
ネットワーク理事　滑川里美氏
■参加費　無料
中核地域生活支援センター香取

ネットワーク ☎（50）2800

献血にご協力を
お願いします

■日時　10月10日㈭　13時30分
～16時
■場所　山田支所
健康づくり課 ☎（50）1235

不正軽油撲滅強化月間

ＮＯ！ 不正軽油宣言・千葉
　不正軽油の製造・販売・使用は、
脱税行為だけでなく、地域住民の健
康や環境に悪影響を与える犯罪行為
です。

　10月は、不正軽油の撲滅を目指し
て全国一斉にさまざまな取り組みが
行われます。千葉県では、この期間
に合わせ、集中的な調査を実施します。
　不正軽油は買わない、売らない、
使わない。皆さんのご協力をお願い
します。
香取県税事務所 ☎（54）1314

国保小見川総合病院
整形外科

　整形外科の診療内容が医師不足の
ため、10月から脊

せき

椎
つい

疾患専門の診察
のみとなります。皆さんには、ご不便
とご迷惑をおかけしますが、ご理解
をお願いします。
　なお、毎週月曜日のスポーツ外来
と毎月第2水曜日の関節外来（予約
制）は、引き続き診察を行います。
国保小見川総合病院医事課

☎（82）3161

高齢者・障害者の雇用支援

　千葉高齢・障害者雇用支援センター
では、高齢者や障害者の雇用の促進
を図る目的で、事業主に高年齢者お
よび障害者の雇用を支援するための
助成金・奨励金を支給しています。
千葉高齢・障害者雇用支援セン

ター ☎043（204）2901

休日納税相談

　市税の休日納税相談を実施します。
■日時　10月27日、11月24日、12
月15日、平成26年1月26日、2月23
日、3月30日　いずれも日曜日の8時
30分～16時30分
■場所　税務課
便利で確実　口座振替
　口座振替を申し込むと、金融機関
窓口やコンビニへ出向く必要がなく、
納付忘れもないため、とても便利で
確実です。税務課、各支所、金融機
関の窓口などで申し込みください。
税務課 ☎（50）1205

オータムジャンボ
宝くじ発売中

　1等前後賞合わせて3億9千万円。
　宝くじの収益金は、市町村の明る
いまちづくりや、環境対策、少子高
齢化への対応など地域住民の福祉向
上のために使われます。
■発売期限　10月11日㈮まで
■発売方法　全国の宝くじ売場。通
信販売でも購入できます
■抽選日　10月18日㈮
■発売単価　1枚300円
（公財）千葉県市町村振興協会

☎043（311）4162

横利根閘門が工事のため
通船できなくなります

　東日本大震災で生じた横利根閘門
の亀裂などの補修工事を行うため、
下記の工事期間中は閘門の通船がで
きなくなります。工事期間中は、下
流の小見川閘門、萩原閘門、常陸川
水門への迂回をお願いします。
■期間　10月5日㈯～平成26年3月
10日㈪（予定）
国土交通省利根川下流河川事務所
佐原出張所 ☎（52）3795

下水道排水設備工事
責任技術者共通試験

■試験日　平成26年1月18日㈯
■試験会場　千葉市文化センター千
葉中央ツインビル2号館（千葉市中央
区中央2－5－1）
■申込書配布期限　10月15日㈫
■申込書配布場所　千葉県下水道協
会事務局（千葉市役所7階下水道経
営課内）
※受験資格は、問い合わせください
10月21日㈪（当日消印有効）まで

に所定の書類を千葉県下水道協会事
務局 ☎043（245）6112

講座・教室

ウエストサイズ物語 

■日時・場所
◇10月8日㈫・22日㈫　10時～正
午　香取市民体育館
◇10月11日㈮・25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

エアロビクス教室

■対象　市内在住・在学・在勤者
■日時　11月1日㈮・8日㈮・22日㈮・
29日㈮（全4回）　19時～20時30分
■場所　香取市民体育館アリーナ
■定員　50人（先着順）
■参加費　1,500円（保険料含む）
10月3日㈭から生涯学習課

☎（50）1221

市民のための糖尿病教室

■日時　10月13日㈰ 13時～16時
30分
■場所　成田国際文化会館大ホール
■講演　「糖尿病腎症～透析にならな
いために」ほか
■参加費　無料（予約不要）
千葉県糖尿病協会　小田

☎090（3336）8582

男女共同参画事業
パパと一緒に料理教室

　料理や子育てというと、とかく母親
の役割と考えられがちです。そこで、
父親と小学生のお子さんを対象とし
た料理教室を開催します。パパの活
躍でママも子どもも笑顔の一日に！
■対象　市内在学の小学生と男性保
護者、または市内在勤の男性保護者
と小学生
■日時　10月27日㈰ 10時～14時
■場所　佐原中央公民館調理室およ
び第3研修室
■内容
◇第1部　パパと一緒にぎょうざ作り
10時～12時30分
◇第2部　ＤＶＤ鑑賞と意見交換会　
13時～14時
■定員　10組（先着順）

…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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■参加費　無料
■持物　エプロン、手拭きタオル、
三角巾
※家族による観覧可（1家族2人ま
で）。出来上がった料理は家族の皆さ
んも一緒に召し上がれます
10月15日㈫までに市民活動推進

課 ☎（50）1261

催 し

秋の自然観察会

　環境ボランティア「山
やま

人
と

」と市のコラ
ボレーションによる自然観察会を開催
します。図鑑だけでは分からない里
山の草花の、手触りや香りを直接感
じてみませんか。
■日時　10月13日㈰　9時～正午
（小雨決行）
■場所　牧野の森
■集合場所　橘ふれあい公園駐車場
■定員　30人（先着順）
10月10日㈭（必着）までに、住所、

氏名、年齢、性別、電話番号を明記
の上、郵送、ファクスまたはメールで
〒287-8501香取市佐原ロ2127　
環境安全課

☎（50）1248　 （54）1290
kankyo@city.katori.lg.jp

創生神楽舞台公演

　観光庁エンタメ観光マイスター表
おもて

博
ひろ

耀
あき

さんが、神楽の伝統文化的要素
は残しつつ、現代神楽として創作し
た創生神楽舞台公演を開催します。
■期日　10月26日㈯
■内容・時間
◇公演　18時30分～19時30分
◇座談会　19時30分～20時30分
■場所　香取神宮
■入場料　1,000円（椅子席） 、立
ち見は無料
※2歳以下は膝上無料、椅子席が必
要な場合は有料
■定員　200人（椅子席）
10月1日㈫から水郷佐原観光協会

☎（52）6675

枝豆収穫体験

　真夏の太陽をたっぷり浴びて育っ
た枝豆を収穫し、その場でゆでて食
べませんか。
■対象　小学生・幼児とその保護者
■日時　10月12日㈯ 14時～16時
30分
■場所　やまとの森（新里）
■定員　15人程度
■参加費　200円

10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

■持物　軍手、水筒、水道水2リット
ル（ゆでるのに使用）、汚れてもよい
服装
山田児童館 ☎（78）1050

東部地区吹奏楽祭

■日時　10月6日㈰ 10時30分～16時
■場所　銚子市青少年文化会館大
ホール
■内容　香取・海匝地区の小中学校、
高校、一般21団体の吹奏楽の演奏
■入場料　300円（小学生以下無料）
佐原白楊高校　小野塚
 ☎（52）5137

お月見会

　お茶と音楽で、深まる秋のひと時
をお過ごしください。
■日時　10月12日㈯ 13時～17時
■場所・内容
山倉大六天観福寺　茶席、クラリネッ
ト生演奏、陶芸展
妙国寺　そば茶屋（11時～）、マジッ
クショー
伽
か

瑠
る

茶
ちゃー

倶楽部 ☎（79）2802

秋季テニス大会

■日時　10月20日㈰（予備日27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・女子ダブルス
■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）
■定員　男女合わせて24ペア（先着順）
10月10日㈭までに体育協会佐原

支部 ☎（55）0003

秋季市民ソフトボール大会

■対象　男・女チーム
■日時　11月3日㈷　8時～（予備
日11月10日㈰）
■場所　佐原河川敷運動公園
■参加費　2,000円（別途年1回登
録料1,000円が必要）
※抽選会を10月31日㈭18時から香
取市民体育館会議室で行います
10月30日㈬までに体育協会佐原

支部 ☎（55）0003

市民グラウンド・ゴルフ大会

■対象　市内在住でグラウンド・ゴ
ルフ愛好者
■日時　10月29日㈫　8時30分～
（雨天時30日㈬）
■場所　山田中央運動広場野球場
■定員　400人（各支部100人）

■参加費　500円
■申込　10月11日㈮までに参加費
を添えて次の各支部代表者
◇佐原支部　加藤 ☎（57）0786
◇小見川支部　中川 ☎ （83）1863
◇山田支部　越川 ☎（78）2259
◇栗源支部　藤崎 ☎（75）2743
体育協会グラウンドゴルフ部　加

藤 ☎（57）0786

無料相談

震災法律援助
無料法律相談

　法テラス（日本司法支援センター）
では、平成24年4月から3年間に限り
「震災法律事業」を実施しています。
　東日本大震災発生当時に、市内に
住所があった人と郵便物などにより
居住していたことが示せる人は、資
力の要件に関係なく誰でも弁護士・
司法書士による「法律相談」を無料で
利用できます。
　相談内容が震災と因果関係があ
り、弁護士・司法書士による法的な
解決が必要な場合は、弁護士・司法
書士費用の無利子の立替制度もあり
ます（要審査）。
震災法テラスダイヤル

0120（078）309
法テラス千葉 ☎050（3383）5381
http://www.houterasu.or.jp/index.html

行政書士会による
無料相談

■日時　10月19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　10月16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。
◇10月7日㈪　郷古明子税理士事
務所（小倉吉雄税理士事務所内）（北
3-11-2） ☎（52）3960
◇10月21日㈪　野村勲税理士事務
所（南原地新田353） ☎（80）0558
※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　10月19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

佐原中央公民館 ☎（55）1151

○彩友会絵画展
　10月1日㈫13時～6日㈰16時
○日愛会絵画秋季展
　10月15日㈫13時～20日㈰16時

佐原文化会館 ☎（55）1161

○コーラスフェスタinさわら
　10月6日㈰　14時～16時
○佐原高校吹奏楽部創部50周年記念演奏会
　10月27日㈰　13時30分～16時

いぶき館 ☎（82）1123

○植物で染めて織ってー作品展
　 10月4日㈮～6日㈰　9時～17時（4日㈮
は10時～17時）
○民謡民舞発表会
　10月6日㈰　9時30分～17時
○水郷カラオケ歌謡祭
　10月13日㈰　11時30分～17時
○香取市人権標語展
　10月15日㈫～24日㈭ 9時～17時15分
○香取市みんなで人権を考えるつどい
　10月20日㈰　13時10分～16時
○小見川地区敬老会
　10月27日㈰　10時～正午

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　10月6日㈰・13日㈰・20日㈰・27日㈰
　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　10月12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）
　10月7日㈪・14日㈷・21日㈪・28日㈪・
　31日㈭
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