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結婚相談  み つ ば
私たちが承ります

〒300-0423
稲敷郡美浦村茂呂1039-1
tel＆fax.029-893-2039

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
2014.FebruaryInformation

募 集

香取広域市町村圏事務組合
臨時職員

■対象　60歳ぐらいまでの心身とも
に健康な人
■職種など
北総斎場
◇募集数　1人
◇雇用期間　3月1日㈯～31日㈪（更
新あり）
◇勤務場所　北総斎場
◇勤務日　月から日曜日の間で3日
間　9時～16時
◇賃金　時給830円
◇業務内容　受付事務など
◇選考方法　書類選考・面接
◇申込期限　2月14日㈮まで
長岡不燃物処理場
◇募集数　1人
◇雇用期間　4月1日㈫～9月30日㈫
（更新あり）
◇勤務場所　長岡不燃物処理場
◇勤務日　月から金曜日の間で4日
間　9時～17時
◇賃金　時給1,000円
◇業務内容　不燃物処理業務（ビン・
缶の手選別作業など）
◇選考方法　書類選考・面接
◇申込期限　2月28日㈮まで
各申込期限までに履歴書を〒289-

0407仁良300-1 香取広域市町村圏
事務組合（山田支所内）へ持参または
郵送 ☎（78）1181

千葉県生涯大学校
東総学園入学生

　千葉県生涯大学校東総学園では入
学生の2次募集を行います。
■対象　県内在住の55歳以上の人
（昭和34年4月1日以前生まれの人）
■募集内容
◇地域活動学部…2年制、年額
15,000円
◇造形学部園芸コース…1年制、年
額27,000円
◇造形学部陶芸コース…1年制、年
額54,000円
※授業料のほかに教材費などの負担
があります。また消費税率の引き上
げに伴い、授業料の変更を予定して
います
■願書受付　2月10日㈪～28日㈮
千葉県生涯大学校東総学園

☎0479（25）2035

市役所ロビーコンサート
出演者

　市民が気軽に音楽に親しむ機会を
設け、音楽文化の振興を図ることを目
的として市役所ロビーコンサートを開
催するにあたり、出演者を募集します。
■実施日時　原則として毎月第4水
曜日（4月から平成27年3月までの月
1回）　12時15分～45分
■場所　市役所１階ロビー
■出演資格　市内在住、在勤、在学
の音楽愛好者（個人・団体を問わない）
※応募多数の場合は選考となります
■出演料　無料

■申込　2月3日㈪から28日㈮まで
に申込書に記入し、写真を添えて生
涯学習課へ持参
※申込書は生涯学習課窓口に設置し
てあります。また、市ホームページか
らもダウンロードできます
生涯学習課 ☎（50）1224

お知らせ

2月7日は
「北方領土の日」

　毎年2月7日は「北方領土の日」です。
　政府は、北方四島の帰属の問題を
解決して平和条約を締結するという
我が国の基本方針の下、返還実現に
向けて、強い決意を持って外交交渉
を継続しておりますが、この交渉を進
展させるためには、国民一人ひとり
が北方領土問題に対する関心と理解
を深め、政府と国民が一体となって
取り組むことが重要です。
　2月7日の「北方領土の日」は、北
方領土問題に対する国民の関心と理
解を更に深め、全国的な北方領土返
還要求運動の一層の推進を図るため
に、昭和56年1月に設けられました。
詳細は、内閣府北方対策本部ホーム
ページをご覧ください。
http://www8.cao.go.jp/hoppo/index.html/
内閣府北方対策本部

☎03（5253）2111

福祉講演会

■日時　2月6日㈭　13時30分～
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」302研修室
■内容
◇講演　「育てる」あたりまえの子育て
◇講師　圓藤弘典氏（清水保育園長）
◇パネルディスカッション　保育の場
で日々考えていること
■入場料　無料
2月3日㈪までにファクスまたは電

話で香取ネットワーク
（50）2881　☎（50）2800

東京情報大学･香取市
地域連携フォーラム「地図がつなぐ“まちとひと”」

■日時　2月15日㈯　14時～16時30分
■場所　佐原中央公民館3階大会議室
■内容
◇講演　「地図がつなぐ人と人　まち
づくりにおける地図の役割」
◇講師　古橋大地氏（東京大学空間
情報科学研究センター特任研究員、
マップコンシェルジュ㈱代表）

◇東京情報大学　「プロジェクトさわ
ら」研究報告会
■参加費　無料（事前申し込み不要）
市民活動推進課 ☎（50）1261

献血にご協力を
お願いします

■日時　2月10日㈪ 13時30分～16時
■場所　山田支所
健康づくり課 ☎（50）1235

学校施設開放の
利用説明会

　市では、市内で活動するスポーツ
団体・生涯学習団体に対して、小中
学校施設を開放しています。
　平成26年度の学校施設開放の説
明会を開催しますので、年間を通し
利用を希望する団体代表者は、出席
してください。
　また、現在利用している団体も毎
年申請が必要です。
■対象　平成26年度に市内の小中
学校体育館・グラウンドおよび一部
小中学校の特別教室の利用を希望す
る団体
■日時・場所
栗源地区
2月6日㈭　18時～　栗源B&G海洋
センターミーティングルーム
佐原地区
2月14日㈮　15時～　佐原中央公
民館大会議室
山田地区
2月18日㈫　15時～　山田公民館
研修室2
小見川地区
2月25日㈫　15時～　小見川スポー
ツ・コミュニティセンター食堂
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

国民年金保険料の納付方法として
「2年前納（口座振替）」が始まります
　平成26年4月末の口座振替分か
ら、割引額のより大きな2年前納がで
きるようになります。
2年前納（口座振替）のメリット
◇2年間で14,000円程度の割引とな
ります。
◇2年前納分の全額がその年の社会
保険料控除の対象となります。
◇口座振替を利用することにより納
め忘れを防ぐことができます。
※2年前納は口座振替のみ利用が可
能です
※申し込み期限は毎年2月末までです
佐原年金事務所 ☎（54）1442

…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

　生涯学習活動を実践している団体
の活動の成果を発表します。
■日時　2月9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
■内容　ステージ発表
■出演団体　新島小学校、ＨＩＤＥＫＩ 
ＮＵＭＢＥＲ、栗源小学校、佐原高校
ダンス同好会、香取ガットクラブ、す
みれジャズ体操、小見川琴の会、佐
原太極拳倶楽部、マイレ本間フラス
クール上野フラグループ、ハワイアン
フラ・ララバイ、言ノ葉メロディ、ゴー
ルデン・バンデッド・リリーズ、水と

森混声合唱団、クロスロード・サック
ス・アンサンブル
生涯学習フェスティバル実行委員会

事務局（生涯学習課内） ☎(50)1224

生涯学習フェスティバル
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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

■入居のお問い合わせ

☎83-9411
丸神不動産㈱

■設計・施工・管理

☎82-5450
合同会社 シ ラ イ

入　居　者　募　集
小見川西小学校前

32,000円
白井ハイツ第3-202

清水保育園近く

42,000円

★2DK★角部屋
★エアコン・
　ウォシュレット完備

★2DK★角部屋
★エアコン・
　ウォシュレット完備

★1K
★エアコン・
　ウォシュレット完備

白井ハイツ1-201

小見川西小学校前

50,000円
白井ハイツ7-202

講座・教室

バレンタインチョコ
づくり

　チョコづくりやラッピングを楽しみ
ませんか。
■対象　小学生
■日時　2月11日㈷　13時～15時30分
■場所　山田児童館
■定員　24人（先着順）
■参加費　600円
■持物　エプロン、三角巾、上履き
山田児童館 ☎（78）1050

ウエストサイズ物語

■日時・場所
◇2月11日㈷・25日㈫ 10時～正午
香取市民体育館
◇2月14日㈮・28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

みずほふれあいセンター
健康づくり教室

■日時　2月27日㈭　9時30分～11
時30分
■場所　みずほふれあいセンター
■内容
◇健康チェック・健康相談
◇健康体操（太極拳入門）
◇食生活改善推進員によるヘルシー
料理の試食コーナー
■持物　健康手帳、タオル、シューズ、
飲み物など
■定員　30人（先着順）
みずほふれあいセンター

☎（54）6963

催 し

母子・父子で一緒に
お出かけしませんか

　香取市母子福祉協力員協議会で
は、ひとり親家庭などの親子が楽しく

2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

 日 月 火 水 木 金 土

参加できる行事として、春休みの日
帰り遠足を企画しました。
■期日　3月23日㈰
■場所　マザー牧場（富津市）
■定員　60人（初めての参加者優
先。応募多数の場合は抽選）
■参加費　無料（弁当は各自用意）
■申込　2月8日㈯（消印有効）まで
に、はがき（家族ごと）に参加者全員
の住所、氏名、生年月日、電話番号、
ひとり親家庭事業参加希望と記入し、
〒287-8501 市役所家庭児童相談室
「ひとり親家庭事業係」へ郵送
※該当者には3月8日㈯までに通知し
ます
家庭児童相談室 ☎（50）1121

バブちゃんサロン音楽会

　赤ちゃんといっしょにほっとしたひと
ときを過ごしませんか。クラリネット
やフルートの生演奏です。
■対象　0歳～1歳6カ月の乳幼児と
その家族・妊婦
■日時　2月18日㈫　10時～11時
■場所　山田児童館
■講師　高野洋彦氏
■参加費　無料
山田児童館 ☎（78）1050

人材バンク
いろいろ体験フェア

　生涯学習人材バンク事業の登録ボ
ランティアが企画した体験フェアを開
催します。
■日時　2月9日㈰　10時～14時30分
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」
■内容　ベーゴマ・
こま・けん玉体験、
まが玉作り、マジッ
クバルーン、自然
小物作り、ブンブン
コマ作り、ラミネー
ト下じき、折り紙体
験、ナンプレ、手作
りゲーム、箏の演奏体験など
※お楽しみスタンプラリーを実施しま
す。豪華賞品が当たるかも
■参加費　無料（一部は材料費負担

あり）
人材バンクボランティア募集
　人材バンクボランティアに登録した
い人を随時募集しています。詳細は
生涯学習課まで連絡ください。
生涯学習課 ☎（50）1224

無料相談

労働無料相談

■日時　2月19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

行政書士会による
無料相談

■日時　2月15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

　相談日前日までに各税理士事務所
へ予約ください。
◇2月10日㈪　岩立和雄税理士事務
所（岩ヶ崎台21-3） ☎（54）1987
◇2月17日㈪　佐原税理士法人　佐
藤公彦（北3-8-6） ☎（52）2511
税理士記念日無料相談
◇2月23日㈰　佐原税理士法人　佐
藤公彦（北3-8-6） ☎（52）2511
※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指導
対策部　佐藤 ☎（52）2511

建築無料相談

■日時　2月15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

Event Schedule イベントスケジュール

佐原中央公民館 ☎（55）1151

○郡市高等学校書道展
　2月4日㈫正午～9日㈰14時
○ 水友会絵画展
　2月11日㈷13時～16日㈰16時
○ 全日写真連盟北総支部写真展
　2月18日㈫正午～23日㈰16時
○ 木曜会絵画展
　2月25日㈫正午～3月2日㈰16時
◇今月の休館日
　2月3日㈪・10日㈪・12日㈬・17日㈪・
　24日㈪

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

○生涯学習フェスティバル
　2月9日㈰　10時～15時
○香取市社会福祉大会
　2月21日㈮　13時～16時
○香取市里神楽演舞会
　2月23日㈰　13時～16時30分

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　2月2日㈰・9日㈰・16日㈰・23日㈰
　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　2月8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）
　2月3日㈪・10日㈪・12日㈬・17日㈪・
　24日㈪・28日㈮
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