
募 集

平成26年度塾生
かとりビジネス農業塾

　農業のプロの育成と新たな地域農
業の構築を目指します。
■募集数　20人
■講義回数　毎月1回、午後の4時間
（全10回）
■費用　入塾料3,000円、受講料1
回1,000円
■申込　3月20日㈭までに申込書を持
参し、県香取農業事務所普及課（佐原
ホ1250-3）または農業委員会事務局
かとりビジネス農業塾事務局

加藤☎（52）3258 鎌形☎（57）3589

お知らせ

始めませんか
光ブロードバンドサービス
　市ではブロードバンド環境の整備を
進め、平成23年6月から市内全域で
光ブロードバンドサービスが提供され
ています。
　光ブロードバンドサービスは、自宅
とＮＴＴ収容局との距離に関係なく高
速にインターネットが利用できます。
　スマートフォンを使用している人は、
Wi-Fi対応サービスを利用すること
で、パケット通信量を気にせずに自宅
でのアプリのダウンロードや動画の視
聴などができるほか、スマートフォン
をIP電話サービスの電話機として登
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録すると、スマートフォンからIP電話
サービスの通話料金で電話を使用で
きます。
ＮＴＴ東日本 0120（116）116
総務課 ☎（50）1202

小見川城山公園
清風荘の予約

　小見川城山公園清風荘を4月に利
用したい人は、3月3日㈪9時に、小
見川支所地域班に直接来庁してくだ
さい。申し込み多数の場合、抽選を
行います。
　なお、抽選後、空きがある場合は、
都市整備課と小見川支所地域班で先
着順により受け付けます。
都市整備課 ☎（50）1214

面接練習セミナーin香取

　市と若者就業支援を行っている
「ジョブカフェちば」による、面接練
習セミナーを開催します。
　セミナー終了後には、就職活動に
関する個別相談を行うほか、求人情
報コーナーも設置します。
■対象　15歳～39歳
■日時　2月27日㈭ 13時30分～16時
■場所　市役所3階301会議室

■定員　20人
■費用　無料（要予約）
商工観光課 ☎（50）1212

3月議会開会

　3月定例市議会は、2月24日㈪か
ら開会予定です。
　この本会議を傍聴してみませんか。
詳しい日程、ライブ中継などは、市
議会ホームページをご覧ください。
　日程は、変更になる場合がありま
すので、傍聴の際は問い合わせくだ
さい。
http://www.city.katori.lg.jp/

gikai/index.html
議会事務局 ☎（50）1217

お済みですか
飼い犬の死亡届

　犬にも死亡届があるのをご存じで
しょうか。
　狂犬病予防法に基づき、登録を済
ませた犬が死亡した場合は、30日以
内に届け出をしてください。
　登録済みの犬が既に死亡している
場合は、環境安全課へ連絡ください。
環境安全課 ☎（50）1248

かとり助産院
所在地移転しました

　平成25年1月から市内山之辺にて
開院していました、かとり助産院は、
2月1日から多古町へ移転しました。
　なお、分娩業務以外の助産師活動
は従来どおり実施します。
かとり助産院　斉藤
 ☎090（9327）0349
健康づくり課 ☎（50）1235

講座・教室

県立佐原白楊高校
聴講講座

■対象　高等学校在籍者を除く中学
校卒業同等以上の人（2年連続の同
一講座の受講不可）
■日時　4月～平成27年3月の毎週
金曜日　13時25分～15時15分
■定員
◇陶芸入門…5人程度
◇エアロビクス、地域伝統芸術（雅
楽）、中国語入門、韓国語入門…各
10人程度
■受講料　年額9,620円（受講料の
ほかに各講座の必要経費負担あり）
3月10日㈪から20日㈭までに、志

願書（学校で配布）、1年以内の胸部

Ｘ線に異常がないことを証明する書類
を持参し県立佐原白楊高校

☎（52）5137

赤十字防災研修会

　赤十字奉仕団と一緒に防災を学ん
でみませんか。
■日時　3月15日㈯ 9時30分～15時
■場所　佐原中央公民館
■内容　災害時の炊き出し（ハイゼッ
クス体験）、心肺蘇生法
■定員　20人（先着順）
■参加費　無料
3月7日㈮までに香取市赤十字奉仕

団事務局 ☎（50）1209

県立佐原病院健康教室

■日時　2月21日㈮　17時～
■場所　県立佐原病院1階多目的
ホール
■内容　「生活習慣病予防・改善の
ための食事処方」　和食のススメ
■講師　県立佐原病院栄養科長
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院 ☎（54）1231

香取匝瑳歯科医師会
市民公開講座

■日時　3月2日㈰ 10時～11時30分
■場所　香取匝瑳歯科医師会歯科セ
ンター（小見川市民センター「いぶ
き館」となり）
■テーマ　要介護者の口腔ケア
■講師　旭市歯科医師会　鈴木真子氏
■費用　無料（事前申し込み不要）
香取匝瑳歯科医師会歯科センター
 ☎（79）6570
健康づくり課 ☎（50）1235

応急手当救命講習会

■日時　3月9日㈰　9時～正午（毎
月第2日曜日）
■場所　小見川消防署
■定員　20人（先着順）
※3時間の講習会受講者には「普通救
命講習Ⅰ修了証」を交付
開催月第1日曜日の17時までに次へ
小見川消防署 ☎（83）0119
佐原消防署 ☎（52）4111

山田ふるさと農園
■場所　神生字九十九塚地先（東総
有料道路終点から3分）
■面積　1区画30㎡
■区画数　60区画（先着順）
■利用期間　貸し付け決定日から1
年間（継続・更新可）
■利用料　1区画、年6,000円（指導
者、共同休憩施設などあり）
■申込　随時申し込み可能
農政課 ☎（50）1258

農業体験しませんか
四季折々の自然にふれながら

広告募集中！
問い合わせ
秘書広報課
☎(50)1204

〈広告〉

紅小町の郷ふれあい農園

■場所　沢字西口地先（「道の駅くり
もと」向かい側）
■面積　1区画50㎡
■区画数　200区画（先着順）
※トイレ、シャワー、キッチン、バー
ベキュー設備などの利用無料
■利用期間　4月1日から翌年3月
31日まで（継続・更新可能）
■利用料　1区画、年10,000円（農
具、肥料、指導者付）
道の駅くりもと紅小町の郷

☎（70）5151

市民農園
利用者募集

☎50－5700

香取市木材協同組合
香取市産木材香取すぎを使いましょう香取市産木材香取すぎを使いましょう

地産地消  地域経済活性化のため

香取市木材協同組合

…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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子どもの健診
　健診の対象地区は、佐原…佐原・栗源、
小見川…小見川・山田で、（　）内は対象者
の生年月日です。
■4カ月児健診
佐原…5日㈬　13時～13時30分　（平成
25年11月生）
■10カ月児健診
小見川…12日㈬　13時～13時30分　（平
成25年4～5月生）
佐原…26日㈬　13時～13時30分　（平成
25年4月生）
■1歳6カ月児健診
佐原…19日㈬　13時～13時30分　（平成
24年8月生）
■2歳児歯科健診
佐原…14日㈮　13時～13時15分　（平成
23年9～10月生）
■3歳児健診
小見川…4日㈫　12時30分～12時45分　
（平成22年8～9月生）
佐原…18日㈫　13時～13時15分　（平成
22年9月生）

子どもの予防接種
個別予防接種
　市内契約医療機関で接種してください。
■ＢＣＧ予防接種
■4種混合予防接種
■3種混合予防接種
■不活化ポリオ予防接種
■麻しん風しん混合（ＭＲ）予防接種
■日本脳炎予防接種
■2種混合予防接種
■ヒブワクチン予防接種
■小児用肺炎球菌予防接種

各種教室・相談
■ママパパ教室（要申込）
佐原…13日㈭・20日㈭ 13時～13時10分
■ことばとこころの相談・教室（要申込）
　「子どもとの関わり」「ことば・聞こえ」「運
動発達」など、乳幼児期の発達上の、心配
ごとの相談に応じています。
■みんなの健康相談
　血圧測定や子どもの身体測定などを行います。
小見川…3日㈪、　佐原…5日㈬　9時30分
～10時

開催場所
佐原…佐原保健センター
小見川…小見川保健センター
表記の時間は受付時間です。
健康づくり課 ☎（50）1235

親子と成人の保健（3月）県立東庄県民の森
テニス教室

■対象　小学生以上
■日時　3月15日㈯　9時30分～15
時　受付9時～（雨天中止）
■場所　東庄県民の森テニスコート
■参加費　1,500円（中学生以下
1,000円。昼食、飲み物、保険代含む）
■定員　20人（先着順）
■持物　ラケット、テニス用シューズ
県立東庄県民の森管理事務所

☎（87）0393

催 し

香取市里神楽演舞会

　12年に1度の香取神宮式年神幸祭
で舞いを披露している「多田の獅子舞
保存会」を特別出演団体として迎え、
演舞披露を行います。
■日時　2月23日㈰ 13時～16時30分
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」多目的ホール
■入場料　無料
■出演団体　多田の獅子舞保存会
（特別出演）、下小野神楽会、新里
芸能保存會、牧野神楽保存会、木内
神楽保存会、大崎大和神楽保存会、
本矢作伊勢神楽保存会
香取市伝承芸能保存連絡協議会事

務局　菅井 ☎090（9009）1610

市役所
ロビーコンサート

　市役所のロビーを利用した、ロビー
コンサートを開催します。
■日時　2月26日㈬、3月26日㈬　
12時15分～
■場所　市役所1階ロビー（情報コー
ナー）
■出演　香取市音楽愛好会（木内弘
子、黒田千佐代、笹本真紀、菅井典
子、高橋恵子）
■入場料　無料
生涯学習課 ☎（50）1224

ＪＲ東日本
駅からハイキング

　ＪＲ東日本による「駅からハイキン
グ」が3月に佐原で開催されます。代
表的な名所のほか、伊能忠敬記念館
付近の特設会場にて開催される「小江
戸さわら春祭り」や「さわら雛舟」など、
まちなかでの雛めぐりを楽しみながら
散策します。
　当日は、遠方からの参加者が相当

数見込まれます。コース付近では車
の運転に注意ください。
■期日　3月15日㈯・16日㈰　雨
天決行
■コース　ＪＲ香取駅～津宮浜鳥居～
水の郷さわら～山車会館～観福寺～
雛めぐり～伊能忠敬記念館～春祭り
会場～ＪＲ佐原駅（約9㎞）
■受付時間　8時30分～11時30分
■受付場所　ＪＲ香取駅前（駐車場は
ありません）
■参加費　無料
■コース番号
◇3月15日㈯…07338
◇3月16日㈰…07339
■申込　3月12日㈬までにインター
ネットまたは電話で駅からハイキング
事務局 ☎03（5719）3777
www.jreast.co.jp/hiking/
商工観光課 ☎（50）1212

九十九里ホーム
ふれあいギャラリー

　お年寄りや障害のある人たちがク
ラブ活動や趣味を通じて作り上げた
工作・習字・絵画などを展示します。
■期間　2月18日㈫～24日㈪
■場所　九十九里ホーム山田特別養
護老人ホーム
九十九里ホーム山田特別養護老人

ホーム ☎（70）7171

航空科学博物館
航空ジャンク市

　普段あまりお目にかかれない航空
部品や航空機模型、エアライングッ
ズなどを格安で販売します。
■日時　3月8日㈯　10時～17時、
9日㈰　10時～16時
■場所　航空科学博物館1階多目的ホール
■費用　入館料のみ
航空科学博物館 ☎0479（78）0557

無料相談

生活困窮者の
自立相談支援

　生活困窮者のさまざまな問題に対
し、専門の相談支援員による生活支
援、就労支援など、自立に向けた継
続的な総合相談を行います。
■日時　月～金曜日（土・日曜日、
祝日、年末年始は除く）　9時30分
～16時30分
■場所　香取自立支援相談センター
（北3-6-5　アイビービル1階）
香取自立支援相談センター

☎（79）0516

市民相談
閉庁日を除く毎日 8時30分～16時30分

市民活動推進課 ☎（54）1138
小見川支所 ☎（82）1116
山田支所 ☎（78）2116
栗源支所 ☎（75）2111

法律相談
市民対象 9時30分～14時 予約は市民活
動推進課（先着10人） ☎（54）1138

栗源支所　2月25日㈫（予約日 2月18日㈫）
市役所　　3月12日㈬（予約日 3月5日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　 2月20日㈭　13時30分～15時30分
　市民活動推進課 ☎（54）1138
　 3月20日㈭　13時30分～15時30分
　市民活動推進課 ☎（54）1138
　小見川支所 ☎（82）1116
　山田支所 ☎（78）2116
　栗源支所 ☎（75）2111
●消費生活相談
　閉庁日を除く毎日　9時～16時
　消費生活センター ☎（50）1300
●司法書士による法律相談（予約者優先）
　2月18日㈫、3月4日㈫・18日㈫
　10時～15時
　市民活動推進課 ☎（54）1138
●交通事故相談（要予約）
　2月18日㈫、3月11日㈫ 10時～15時
　環境安全課 ☎（50）1248
●心配ごと相談
　3月6日㈭　10時～15時
　社会福祉協議会本所 ☎（54）4410
●農業制度資金定期相談窓口
　（市役所3階302会議室）
　3月4日㈫　9時30分～16時30分
　㈱日本政策金融公庫千葉支店農林水産事業
 ☎043（238）8501
　農政課 ☎（50）1258

千葉県香取健康福祉センターの相談
 　☎（52）9161

●精神保健福祉相談（要予約）
　2月19日㈬、3月4日㈫・12日㈬
　13時30分～
● エイズ、クラミジア、梅毒、B型・C型
肝炎検査（無料・要予約）
　 2月24日㈪、3月10日㈪　13時～14
時受付

●配偶者からの暴力に関する相談（要予約）
　来所相談（水曜日）
　 電話での相談（月～金曜日）
　9時～17時 ☎（52）9310

身近な相談室

〈広告〉

土日祝日も診療。休診日なし

あいざわクリニック
頭痛・めまい・しびれ・脳ドック・健康診断

肺炎球菌予防接種（65歳以上助成金あり）
香取市助成対象（国保40歳以上）の方は
脳ドック19,900円になります。

☎55-8001

当番医が変更になる場合もありますので受診前に電話でご確認ください。
☎（83）0800（自動音声でお知らせします）

2月16日㈰ 越川医院 宇井整形外科医院☎(52)5202 ☎(52)3131

3月2日㈰ みやうちクリニック ☎(70)8808 ☎(82)3181本多病院

23日㈰ 山野病院 ☎(55)1225 ☎(52)4580布施外科医院

月日 外科内科

休日の夜間
急病診療
診療時間は日曜日
と祝日の19時から
22時までです。必
ず保険証をお持ち
ください。 9日㈰ 石井内科医院 根本医院☎(55)1414 ☎(54)2823

16日㈰ 飯島ペインクリニック 佐原泌尿器クリニック☎(55)0300 ☎(54)3390
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