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㈱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.OctoberInformation

あなたの結婚のお手伝い‼
たくさんの方が決まっています。お気軽にお電話下さい

初婚・再婚・年齢問わず。

香取市小川554（風土村より5分）
出合の場 高橋 ☎78-4331

日本ブライダル連盟・NPO法人加盟

デアイノバ タカハシ

《地域一番の品揃え ！》
きもの

☎83－1089 ☎83－1239

栗源市民センター
受付案内業務臨時職員
■対象　平成6年12月1日までに生
まれた人で受付業務の経験があり、
簡単なパソコン操作ができる人
■募集数　1人
■勤務場所　栗源市民センター1階
受付（岩部700）
■業務内容　栗源市民センターにお
ける貸出施設の予約受付、図書の貸
出・返却、庁舎案内業務
■雇用期間　12月8日㈪～平成27年
3月31日㈫（月曜日、年末年始は休み）
■勤務日時　火曜日から日曜日のう
ち、週3日程度（シフト制）8時30分～
17時15分
■賃金　時給850円
10月22日㈬（必着）までに履歴書

を持参または郵送（〒287-8501佐原
ロ2127）で総務課 ☎（50）1201

消費生活専門相談員

■対象　消費生活専門相談員の資格
を持っている人
■募集数　1人
■勤務場所　香取市消費生活セン
ター（市役所2階）
■業務内容　相談業務
■勤務日　11月から週1日程度（曜
日は応相談）
■勤務時間　9時～正午、13時～16時
■報酬　1日8,000円
■選考　書類・面接
10月17日㈮までに履歴書、相談

員資格認定証を持参し商工観光課　
☎（50）1212

香取広域市町村圏事務組合
不燃物処理業務臨時職員
■対象　60歳ぐらいまでの心身とも
に健康な人
■募集数　2人
■勤務場所　長岡不燃物処理場
■業務内容　不燃物処理業務（ビン・
缶の手選別作業など）
■雇用期間　11月1日㈯～平成27年
3月31日㈫（更新あり）
■勤務日時　月曜日から金曜日まで
の間で4日間（9時～16時）

■賃金　時給1,000円
■選考　書類選考・面接
10月17日㈮までに履歴書を持参ま

たは郵送（〒289-0407仁良300-1）
で香取広域市町村圏事務組合総務班
（山田支所内） ☎（78）1181

国保小見川総合病院附属
看護専門学校学生
■受験資格　次のいずれかに該当す
る人
◇高等学校衛生看護科を卒業（見込
み）の人
◇高等学校を卒業（見込み）し、准看
護師養成所を卒業（見込み）の人
◇中学校を卒業し、准看護師免許取
得後3年以上業務に従事している人
◇高等学校卒業程度認定試験に合格
した人（旧大学入学資格検定に合格
した人を含む）
■募集数　40人（推薦入学者含む）
■出願書類　一般入試、推薦入試、
また出願資格により提出書類が異な
りますので、問い合わせするかホー
ムページをご覧ください。
http://www.hospital.omigawa.

chiba.jp/kangogakkou/index.html
■受験料　15,000円（現金書留で支
払い）
■試験会場　国保小見川総合病院附
属看護専門学校
推薦入試
◇出願期間　10月27日㈪～11月10
日㈪
◇試験日　11月19日㈬
◇試験科目　面接、小論文
一般入試
◇出願期間　12月15日㈪～平成27
年1月9日㈮
◇試験日　平成27年1月16日㈮
◇試験科目　一般常識、小論文、看
護、面接
出願期間内に郵送（〒289-0332南

原地新田457）で国保小見川総合病
院附属看護専門学校
 ☎（82）2831

ＪＩＣＡ青年海外協力隊
シニア海外ボランティア
　体験談・説明会を開催します。
■日時・場所
◇10月14日㈫　19時～　船橋フェ
イスビル6階（船橋市）
◇10月25日㈯　14時～　バーディ

ーホテル千葉2階（千葉市）
■参加費　無料（予約不要）
JICA青年海外協力隊事務局募集

課 ☎03（5226）9813

お知らせ

第3回国保小見川総合病院
建て替え整備検討委員会
　会議は傍聴できます（当日受付、先
着順）。
■日時　10月22日㈬　13時30分～
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」3階304研修室
国保小見川総合病院総務課

☎（82）0301

柳橋通行止め開始
10月13日㈷～
　広報かとり8月1日号でお知らせし
た柳橋の架け替え工事が始まり、次
のとおり通行止めを開始します。ご
迷惑をお掛けしますが、ご協力をお
願いします。
■通行止め開始日　10月13日㈷
※通行止め終了日などは、順次、広
報かとりでお知らせします
建設課　　　　　　☎（50）1262

小見川市民センター駐車場
の一部が使用できません
　災害時の飲料水の確保のため、市
では耐震性貯水槽の整備を進めてい
ます。小見川地区の設置場所は、小
見川市民センター駐車場となります。
この整備工事のため、今年度末まで
駐車場の一部が使用できません。ご
理解、ご協力をお願いします。
総務課 ☎（50）1201

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

千葉県最低賃金の改正

　千葉県最低賃金が、10月1日㈬か
ら時間額798円（従来の777円から
21円引き上げ）に改正されました。
　千葉県内の事業所で働くすべての
労働者（パート、アルバイトなどを含
む）および、その使用者に適用されま
す。精・皆勤手当、通勤手当、家族
手当、賞与、時間外手当、深夜手当
などを除いた賃金額は、最低賃金以

上でなければなりません。
千葉労働局労働基準部賃金室　

☎043（221）2328

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、千葉県では、この期間に集
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

催し

秋の自然観察会

　環境ボランティ
ア「山

や ま と

人」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。
■日時　10月13日㈷（小雨決行）　
9時～正午
■観察場所　牧野の森
■集合場所　橘ふれあい公園駐車場
（牧野の森そば）
■定員　30人（先着順）
10月9日㈭（必着）までに、住所、

氏名、年齢、性別、電話番号を記入し、
郵送、ファクスまたはメールで〒287-
8501　環境安全課
 kankyo@city.katori.lg.jp

（54）1290　☎（50）1248

小江戸サミット2014
栃木大会
　江戸との舟運で栄えた小江戸三市
（香取・川越・栃木）は、毎年、持
ち回りでサミットを開催し、まちの散
策や郷土文化の体験を通して交流を
深めています。
■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　11月24日㉁　8時30分　
市役所出発（18時30分帰着予定）
■場所　栃木市（市街地・栃木グラン
ドホテルほか）
■内容　箱根・岡田美術館館長によ
る喜多川歌麿をテーマとした講演会、
三味線などの芸能披露、見世蔵・白
壁の土蔵群が残る町並みの散策
■定員　40人（応募多数の場合は抽選）
■参加費　3,000円（昼食代込み）

…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

募集
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■申込　10月17日㈮（必着）までに往
復はがきで参加希望者の住所・氏名・
年齢・電話番号を記入し、〒287-8501
商工観光課（はがき1枚に2人まで）
※返信用表面に、返送先の住所・氏
名を記載してください。申し込み結果
は、後日通知します
商工観光課 ☎（50）1212

絵本の読み聞かせ

　「語るべぇ栗源」の皆さんが誘う心
地よい物語の世界へご案内します。
また、バルーンアートも体験できます。
■対象　幼児・小学校1・2年生と保
護者
■日時　10月18日㈯　10時～
■場所　栗源保健センター１階機能
訓練室
■参加費　無料
栗源生涯学習担当 ☎（75）2171

お月見会

■日時　10月11日㈯　13時～17時
■場所　山倉大六天観福寺、妙国寺
■内容　山倉大六天観福寺会場：献
茶・茶席・陶芸展・クラリネット演奏、
妙国寺会場：そば茶屋（11時～）・マ
ジックショー（正午～）
伽
カルチャー

瑠茶倶楽部 ☎（79）2802

佐原三菱館
建設100周年記念展
　大正3年建設当時の佐原の町並み・
商店街を写真で再現しています。
■日時　10月15日㈬まで　10時～
17時（14日㈫は休館）
■場所　佐原町並み交流館１階ホール
■入場料　無料
ＮＰＯ法人小野川と佐原の町並みを
考える会 ☎（52）1000

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（各支部100人）
■日時　10月29日㈬　8時～（雨
天時30日㈭）
■場所　山田中央運動広場野球場
■参加費　500円
■申込　10月5日㈰から15日㈬まで
に参加費を添えて支部代表者へ
◇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

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27日㈪　8時集合
■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　1,500円（当日受付で支払い）
10月7日㈫までにパークゴルフ協

会　熊谷 ☎（78）2423

東部地区吹奏楽祭

■日時　10月5日㈰　10時～16時
■場所　銚子市青少年文化会館大
ホール
■内容　香取・海匝地区の中学・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

講座・教室

ちびっこ料理教室

■対象　小学3～6年生
■日時　10月～3月の毎月第4土曜
日　10時～13時　（第1回は10月25
日㈯プチパイ・かぼちゃのポタージュ）
■場所　山田児童館
■定員　24人（先着順）
■材料費　1,800円（6回分）
■持物　エプロン、三角巾、上履き
山田児童館 ☎（78）1050

初心者も楽しめる香道教室

　香道は茶道・華道と並ぶ三芸道の
一つです。奥深い香りの世界を体験
してみませんか。
■対象　市内在住・在勤者の成人
■日時　11月19日、12月17日、平成
27年1月21日、2月18日、3月18日の
水曜日（全5回）　10時30分～正午
■場所　山田公民館
■募集数　10人（最少開催人数5人）
■参加費　毎回材料費として実費負
担（1,500円程度）
10月3日㈮から10日㈮まで（月曜

日を除く）に山田公民館 ☎（78）4431

高齢者でも楽しく学べる
茶道教室
■対象　市内在住の成人
■日時　11月13日、12月11日、平成
27年1月15日、2月19日、3月12日 の
木曜日（全5回）　13時30分～15時30分
■場所　山田公民館
■募集数　20人（最少開催人数15人）
■参加費　毎回500円程度（初回の
み教材費含む1,000円）
10月3日㈮から10日㈮まで（月曜

日を除く）に山田公民館 ☎（78）4431

無料相談

建築無料相談

■日時　10月18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

無料調停相談会

　身近なもめごとや悩みごとでお困
りの人に調停がお役にたっています。
予約は不要で、秘密厳守です。
■日時　10月19日㈰　10時～15時
■場所　佐原中央公民館3階
千葉家庭裁判所佐原支部庶務係

☎（52）5010

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。
◇10月14日㈫　野村勲税理士事務
所（南原地新田353） ☎（80）0558
◇10月27日㈪　田畑武彦税理士事
務所（東庄町笹川い4677-18）　　

☎（86）2880
※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

行政書士会による
無料相談
■日時　10月18日㈯　12時30分～
16時30分（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
〈広告〉
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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、CO2削減、循環型経済形成のため

香取市木材協同組合 秘密厳守・夜間対応可問合せ0299-91-1171
神栖ひまわり基金法律事務所

弁護士 瀧　 智英（茨城県弁護士会所属）
弁護士 谷本 雅晃（茨城県弁護士会所属）茨城県神栖市大野原4-7-11

鹿島セントラルビル新館5階

借 金 の 整 理 離 婚 ・ 相 続

金 銭 問 題

不 動 産・建 築各種民事・家事事件

破 産 過 払 金

　4月から広告料金が安くなり長期割引
も始めました。会社や店舗・イベントの
PRなどにご利用ください。
問い合わせ　秘書広報課 ☎(50)1204

広 告
募集中!

EventSchedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館 ☎（55）1151

○羽ばたき　佐川嘉夫写真展
　10月5日㈰16時まで
○彩友会絵画展
　10月7日㈫13時～12日㈰16時
○日愛会絵画秋季展
　10月14日㈫13時～19日㈰16時
○和墨会書道展
　10月24日㈮13時～26日㈰16時

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

○人権標語展
　10月1日㈬～15日㈬　9時～17時
○香取市みんなで人権を考えるつどい
　10月4日㈯　13時10分～16時
○水郷地区民謡・民舞・カラオケ発表会
　10月5日㈰　9時30分～
○島音楽教室発表会
　10月12日㈰　13時30分～
○市民文化祭（佐原）
　 新舞踊会…10月16日㈭　9時～18時、
吟剣詩舞・民謡会…10月17日㈮　10時
～16時、古典舞踊会…18日㈯　13時～
17時、　音楽会…19日㈰　10時～18時

○小見川地区敬老会
　10月26日㈰　10時～正午

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　10月5日㈰・12日㈰・19日㈰・26日㈰
　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　10月11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6日㈪・13日㈷・20日㈪・27日㈪・
　31日㈮
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