
募 集

保育所臨時保育士・
調理員の登録者

　市内公立保育所で、保育士または
調理員に欠員などが生じた場合に勤
務できる人の登録を募集します。
■対象　保育士の資格または調理師
免許のある55歳くらいまでの健康な人
子育て支援課 ☎（50）1257

市民文化祭参加者
（佐原会場舞台の部）

■対象　市内在住・在学・在勤者、
所在する団体
■参加費　無料
■期日　10月31日㈭～11月3日㈷
■場所　佐原文化会館
※詳しくは、市役所などに設置してあ
る募集要項・申込書をご覧ください
8月15日㈭から30日㈮までに申込

書を生涯学習課 ☎（50）1224

県立農業大学校学生
（推薦入試）

■募集数　農学科約40人、研究科
約10人
■受験資格
◇農学科…高等学校を卒業した人、
または平成26年3月卒業見込みで学
校長の推薦がある人
◇研究科…都道府県の農業大学校の
農学科などを卒業した人、または平
成26年3月に卒業見込みで学校長の
推薦がある人
■期日　10月29日㈫
■場所　県立東金青年の家
■選考方法　書類審査、小論文、面接

暮らしの情報
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■願書受付　10月1日㈫～15日㈫
■合格発表　11月6日㈬
http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/
県立農業大学校（東金市家之子

1059） ☎0475（52）5121

国保小見川総合病院
臨時職員

■職種　診療放射線技師
■資格　技師免許所有者
■募集数　1人
■業務内容　一般撮影業務、ＣＴ撮
影など
■勤務時間　8時30分～17時15分
■賃金　時給1,500円
■選考方法　書類審査・面接
■任用予定　10月1日㈫以降
9月12日㈭までに履歴書、免許証

の写しを小見川総合病院総務課へ持
参または郵送 ☎（82）3161

お知らせ

県民手帳の予約受付

　県民手帳2014年版の予約を受け
付けています。千葉県の最新各種統
計資料や各地のイベント情報などが
掲載されています。
■価格　500円
■サイズ　85㎜×145㎜
■色　紺色または黄色
8月26日㈪までに企画政策課

☎（50）1206

健康食品送りつけに
ご注意を

　市内で新たな被害が発生していま
す。皆さんご注意ください。
市内で実際にあった事例
　突然知らない業者から「注文を受け
た健康食品が準備できたので代金引
換で送る」と電話があり、注文をした
覚えはなかったので断ると「注文を受
けたときの録音もある。裁判に出して

もいいんだ」などと強引に言われ、恐
怖心や関わりたくないという思いから
承諾をしてしまい、翌日、代引き商
品が届き支払ってしまった。
迷わず相談を
　一方的に「商品を送る」などと言わ
れても、身に覚えがなければきっぱり
断り、脅迫行為などがあった場合は、
迷わず警察に相談しましょう。断りき
れずに承諾し商品が届いてしまって
も、クーリング・オフができる場合が
あります。困ったときは、消費生活セ
ンターに相談ください。
消費生活センター ☎（50）1300

9月議会開会

　9月定例市議会は、8月27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

納税に便利な口座振替

　市税などの納税に口座振替を利用
すると、納期限日に預貯金口座から
自動的に引き落とされます。納期の
たびに金融機関などへ出向く必要が
なくなり、納め忘れもありません。
　希望する人は、預金通帳と通帳印
を持参の上、金融機関に備えつけて
ある口座振替依頼書に必要事項を記
入し、申し込みください。郵便局も
利用できます。振替結果は預金通帳
に記帳して、確認ください。
　すでに口座振替の手続きをしてい
る人は、残高の確認をお願いします。
税務課 ☎（50）1205

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
聴などができます。
ＮＴＴ東日本 0120（116）116
総務課 ☎（50）1202

催 し

「子どもアトリエ」絵画展

　「佐原子どもアトリエ」を30年にわた
り開催し、香取の美術教育に尽力さ
れた池田栄先生をしのぶ、子どもた
ちの絵画作品400点の展覧会です。
■日時　8月9日㈮～9月29日㈰　
10時～17時（8月は18時まで）
※金・土・日曜日、祝日のみ開催
■場所　松山庭園美術館（匝瑳市松
山630）
■入館料　800円、小中学生400円
「子どもアトリエ」絵画展実行委員
会　佐藤 ☎0479（76）4837

映画「ゆずり葉」上映会

■日時　8月24日㈯　13時30分～
13時開場
■場所　佐原文化会館ホール
■入場料　無料
香取ネットワーク ☎（50）2800

県民芸術劇場
さわら軒先コンサート

　「弦楽四重奏による過ぎゆく夏」と
題し、ニューフィルハーモニーオーケ
ストラ千葉による軒先コンサートを開
催します。
■日時　9月8日㈰　14時～
■場所　佐原町並み交流館
■出演　バイオリン…本庄篤子、下
城瑠五子　ビオラ…春木英恵　チェ
ロ…海老澤洋三
■曲目　日本の夏メドレー、上を向
いて歩こう、星に願いを　ほか
佐原商工会議所 ☎（54）2244

講座・教室

後期テニス教室

■日時　9月5日㈭から毎週木曜日
（全10回）　 19時30分～21時
■場所　山田中央運動広場テニス
コート

〈広告〉

広告募集中！
問い合わせ
秘書広報課
☎(50)1204

　伊能忠敬が測量に使った道具（複
製）を、実際に触ったり、間近に見
たりして、通常の展示ではできない
体験をする講座を開催します。
■対象　小学3年生～6年生
■日時　8月24日㈯・25日㈰　10時
30分～（40分程度）、受付10時～
■場所　伊能忠敬記念館第2展示室
■参加費　無料（ただし入館料別途、
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）

■定員　15人（先着順）
伊能忠敬記念館 ☎(54)1118

夏休み子ども向けワークショップ
伊能忠敬記念館

住民健診  日曜･祝日も予約受付中 ☎55-8001

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

香取市特定健診【無料】受付中

インフルエンザ予防接種割引あり

…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…4日㈬　13時～13時30分　（平成
25年5月生）
■10カ月児健診
小見川…11日㈬　13時～13時30分　（平
成24年10～11月生）
佐原…25日㈬　13時～13時30分　（平成
24年10月生）
■1歳6カ月児健診
佐原…18日㈬　13時～13時30分　（平成
24年1月～2月生）
■2歳児歯科健診
佐原…13日㈮　13時～13時15分　（平成
23年3月～4月生）
■3歳児健診
小見川…3日㈫　12時30分～12時45分　
（平成22年2～3月生）
佐原…17日㈫　13時～13時15分（平成22
年3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
■四種混合予防接種
■三種混合予防接種
■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
■二種混合予防接種
■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…12日㈭・19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…2日㈪、佐原…4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（9月）
■定員　25人程度（先着順）
■参加費　3,000円
※前期テニス教室を受講している人
は1,200円
8月20日㈫から30日㈮までに参加

費を添えて山田Ｂ＆Ｇ海洋センター
☎（78）3204

佐原町並み写真教室

■対象　小学4年生以上（小学生は
保護者同伴）
■日時　8月24日㈯　10時～
■場所　佐原町並み交流館多目的室
■定員　25人（先着順）
■参加費　1,000円（昼食付き）
■持物　デジタルカメラ
■講師　写真家　池谷眞男氏（公益
社団法人日本写真協会会員）
NPO法人小野川と佐原の町並みを

考える会 ☎（52）1000

はじめてふれる
韓国語教室

　韓国出身の講師による韓国語教室
です。簡単な会話を中心に行います
ので、初心者に最適です。
■対象　市内在住・在勤者の成人
■日時　9月19日㈭から11月28日
㈭までの毎週木曜日（全10回）　14
時～16時（10月31日㈭を除く）
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」3階304研修室
■内容　ハングル文字の読解と簡単
な会話・韓国の文化
■定員　30人（初めての人優先・先

着順・最少開催人数10人）
■参加費　テキスト代2,415円（初回
教室開催時に集金）
8月20日㈫から27日㈫までに電話

で小見川市民センター「いぶき館」
☎（82）1123

Living English in Katori
～観光・おもてなしの英会話～
　「自己紹介」や「観光名所での会話」
などをテーマに英会話の実践を行い、
通訳スタッフが補助します。
■対象　飲食店、観光案内業務、ホー
ムステイ受け入れなど、外国人と会
話をする機会がある人
■日時・場所
町並み交流館
◇9月11日㈬　9時30分～11時30分
佐原商工会議所
◇10月16日㈬、11月13日㈬　9時
30分～11時30分
◇12月3日㈫　9時30分～正午
■参加費　無料
■講師　グラント・スティーブン氏
国際交流協会事務局（市民活動推

進課内）  ☎（50）1261

県立佐原病院健康教室

■日時　8月29日㈭　16時～　
■場所　県立佐原病院1階多目的ホール
■内容　口の中の病気とは
■講師　県立佐原病院歯科医長　伏
見一章
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院  ☎（54）1231

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

山田支所 8月27日㈫（予約日 8月20日㈫）
市役所 9月11日㈬（予約日 9月4日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　 8月19日㈪　13時30分～15時30分
　市民活動推進課 ☎（54）1138
　 9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）
　8月20日㈫、9月3日㈫・17日㈫
　10時～15時
　市民活動推進課 ☎（54）1138
●交通事故相談（要予約）
　9月10日㈫　10時～15時
　環境安全課 ☎（50）1248
●心配ごと相談
　9月5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7階701会議室）
　9月3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）
　8月28日㈬、9月3日㈫・18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）
　 8月26日㈪、9月9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〉
医療法人社団　寿光会　栗源病院

内科・皮膚科・リハビリ科
香取市助沢832-1　☎0478-70-5121
★2月より毎週金曜日に整形外科の診察を始めました。
　交通事故後、骨折後のリハビリのご相談承っております。

★女性医師による皮膚科外来を始めました。
　一度ご来院いただけますと次回から電話　
予約が可能です。
（皮膚科外来）火曜日14時～16時半、
　　　　　　第3土曜日9時～11時半
★肩こりでお悩みの方！ 毎週金曜日に肩こり
外来を行っています。

問い合わせ
環境安全課　☎(50)1248

単位：μ Sv/h ＝マイクロシーベルト／時
※除染などの対策が必要な目安：0.23マ
イクロシーベルト／時以上

施設名 測定日
測定値（µSv/h）
地上
0.5m

地上
1.0m

府馬
小学校

（市南部）

7月  2日 0.05 0.06
7月  9日 0.06 0.05
7月16日 0.05 0.05
7月23日 0.06 0.05
7月30日 0.06 0.05

新島
中学校

（市北部）

7月  2日 0.06 0.06
7月  9日 0.06 0.06
7月16日 0.06 0.07
7月23日 0.06 0.05
7月30日 0.05 0.06

市役所
本庁舎

7月1日～
31日

※4日・5日・24
日・29日は天候
不良のため中止

0.09
〜
0.10

0.08
〜
0.10

施設名 測定日
測定値（µSv/h）
地上
0.5m

地上
1.0m

小見川
幼稚園
（市東部）

7月  2日 0.08 0.08
7月  9日 0.09 0.08
7月16日 0.08 0.08
7月23日 0.08 0.08
7月30日 0.07 0.08

栗源
保育所
（市西部）

7月  2日 0.07 0.07
7月  9日 0.07 0.06
7月16日 0.08 0.08
7月23日 0.08 0.07
7月30日 0.07 0.07

大気中の放射線量測定結果（7月実施分）

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）

25日㈰
9月1日㈰

8月18日㈰ 飯島ペインクリニック 佐原泌尿器クリニック

たもつ内科小児科医院
佐原中央病院 ☎(55)1113

☎(55)8123

☎(55)0300

☎(55)8001
☎(54)5977
☎(54)3390

あいざわクリニック
日新外科胃腸科医院

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。

8日㈰ 鴇田医院 宇井整形外科医院☎(75)2008 ☎(52)3131
15日㈰ 石橋医院 布施外科医院☎(82)2203 ☎(52)4580
16日㈷ 馬場医院 本多病院☎(82)2730 ☎(82)3181
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