
お知らせ

ご存知ですか
労働委員会

　千葉県労働委員会では、個々の労
働者と使用者の間で、解雇、雇い止
め、配転、降格、パワハラを受けて
いるなどのトラブルが生じ、当事者間
での解決が困難な場合に、個別的労
使紛争のあっせんを行っています。
　労働者、使用者どちらからの申請
も受け付けます。費用は無料で秘密
は守られます。
千葉県労働委員会事務局

☎043（223）3735

千葉県最低賃金の改正

　千葉県最低賃金が、10月18日㈮
から時間額777円（従来の756円か
ら21円引き上げ）に改正されます。
　県内の事業所で働く全ての労働者
（パート、アルバイトなどを含む）に
適用され、精皆勤手当、通勤手当、
家族手当、賞与、時間外勤務手当、
深夜勤務手当、休日出勤手当などを
除いた賃金額が、最低賃金以上でな
ければなりません。
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp
千葉労働局労働基準部賃金室

☎043（221）2328

県民がんセミナー

■日時　10月19日㈯ 14時～16時15分
■場所　パレス大藤（佐原イ1004）
■テーマ　大腸がん
■講師
◇第1部　県立佐原病院病理検査科
部長　菅谷睦、同内科部長　中堀進
◇第2部　県立佐原病院外科医長　
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角田慎輔、同看護師　桂田亜衣
◇特別講演　千葉大学食道・胃腸外
科教授　松原久裕
■参加費　無料
県立佐原病院 ☎（54）1231

中小企業会計セミナー

■対象　中小企業の経営者・後継者・
管理者・財務担当者
■日時　11月6日㈬ 15時30分～18時
■場所　佐原商工会議所4階大ホール
■内容
◇テーマ　企業会計の基礎「会計を
経営に生かす」
◇講師　税理士　佐藤公彦
■定員　50人
■参加費　無料
佐原信用金庫業務部　大坪

☎（54）2125
佐原税理士法人　佐藤 ☎（52）2511
佐原商工会議所　藤田 ☎（54）2244

年末調整等説明会

　給与の支払者（源泉徴収義務者）を
対象に、年末調整の説明会を開催し
ます。
■日時・場所
◇11月12日㈫　14時～16時
　佐原文化会館
◇11月14日㈭　14時～16時
　小見川市民センター「いぶき館」
佐原税務署 ☎（54）1331

講座・教室

料理教室

　手軽にできるおもてなし料理のテク
ニックを学びます。
■対象　市内在住・在勤の成人

■日時　11月26日㈫、12月10日㈫・
24日㈫、平成26年1月14日㈫・28日
㈫（全5回）　13時30分～　3時間程度
■場所　栗源保健センター2階調理室
■定員　15人
■参加費　1回1,000円
10月31日㈭までに生涯学習課栗

源担当 ☎（75）2171

体よろこぶ！
リンパセラピー教室

　一日頑張った自分にご褒美を。「疲
れスッキリ」「むくみ解消」「毒素排出」
など、体にうれしい効果のあるリンパ
セラピーを実践し、明日の元気に繋
げてみませんか。
■対象　市内在住・在勤の成人女性
■日時　11月13日から12月18日まで
の毎週水曜日（全6回）　19時～21時
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」3階小ホール
■内容　リンパの知識を学び、体内
の滞ったリンパ節の循環の改善を図る
■定員　30人（最少開催人数10人）
■参加費　無料
■持物　大きめのバスタオル・筆記
用具・水分補給用の飲み物
■服装　動きやすい服装
10月18日㈮から25日㈮までに小

見川市民センター「いぶき館」
☎（82）1123

ウォーキング教室

■日時　10月19日㈯　9時～正午
（当日受付、雨天中止）
■集合場所　佐原中央公民館前
■内容　3～4㎞歩行
■参加費　300円（保険、資料代）
■持物　タオル、飲み物
東総歩こう会　小早志 ☎（54）2467

県立佐原病院健康教室

■日時　10月24日㈭　16時～
■場所　県立佐原病院1階多目的ホール
■内容　心房細動について
■講師　県立佐原病院循環器科医長
藤巻茂謙
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院 ☎（54）1231

催 し

絵本の読み聞かせ

　素敵な絵本との出会い。「語るべぇ
栗源」の皆さんが心地よい物語の世

界へ案内します。
■対象　幼児・小学校1～3年生と保
護者
■日時　10月19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
生涯学習課栗源担当 ☎（75）2171

夢・創造
少年自然の家まつり

■日時　10月20日㈰　9時～16時
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■内容
◇自然の家満喫体験コーナー…カ
ヌー、プラネタリウム、七宝焼、フラ
イングディスクゴルフ
◇地域交流コーナー…小見川中央小
学校郷土芸能部演奏、オカリナ生演
奏、天文コーナー、押し花、自然創作
小物、遊々体験、文化協会作品展示
◇お祭りコーナー…焼き芋、フランク
フルト、昔遊び体験、ヨーヨー釣り、
マジックバルーン、スーパーボールすく
い、回転ダーツ、自然の家○×クイズ
◇バイキング…11時～14時　2階食
堂（小学生以上550円、幼児250円）
◇海老名サービスエリア名物メロン
パン販売…9時30分～
フリーマーケット出展者募集
■出店料　1区画（2ｍ×2ｍ）200円
■申込　事前に問い合わせください
県立水郷小見川少年自然の家

☎（82）1343

県立中央博物館大利根分館
昭和の名車大集合

1964年東京五輪公用車
　昭和30年代から50年代にかけて
製造された国産車やバイクなど、お
よそ20台を展示し、各車のオーナー
が、車の歴史の解説をします。東京
五輪開催決定を受け、関連車両も併
せて展示します。
■日時　11月3日㈷ 　10時～15時
（雨天時4日㉁）
■場所　県立中央博物館大利根分館
前庭
櫻井孝雄東京五輪展（同時開催）
　佐原の生んだ東京五輪金メダリス

〈広告〉

広告募集中！
問い合わせ
秘書広報課
☎(50)1204

　NHK-BSプレミアムで放送中の
「にっぽん縦断 こころ旅2013秋の
旅」。9月23日、秋の北海道をスター
ト、冬の愛知県を目指して走ります。
　番組では、皆さんからのお手紙で
旅のルートを決定するため、市内の
「忘れられない場所、風景」にまつわ
る手紙を募集しています。手紙が採
用されれば俳優・火野正平さんが香
取市を訪れます。
■応募期限
11月11日㈪必着
■千葉県の放送予定
12月2日㈪～8日㈰
■応募方法
住所、氏名、電話番号、性別、年

齢、思い出の場所、風景にまつわる
エピソードを記入の上、ホームページ、
ファクスまたは郵送で〒150-8001
ＮＨＫ「こころ旅」係
http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/
03（3465）1327
ＮＨＫふれあいセンター

☎0570（066）066 ☎050（3786）5000

にっぽん縦断こころ旅
NHK-BSプレミアム

お手紙を募集します

▲火野正平さん （写真提供ＮＨＫ）

…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

イ ン フ ル エ ン ザ 予 防 接 種 受 付 中

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

脳ドック29,900円【期間限定】11月末迄
香取市助成対象（国保40歳以上）の方は
9,900円になります。☎55-8001
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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…6日㈬　13時～13時30分　（平成
25年7月生）
■10カ月児健診
小見川…13日㈬　13時～13時30分　（平
成24年12～平成25年1月生）
佐原…27日㈬　13時～13時30分　（平成
24年12月生）
■1歳6カ月児健診
佐原…20日㈬　13時～13時30分　（平成
24年4月生）
■2歳児歯科健診
佐原…8日㈮　13時～13時15分　（平成
23年5～6月生）
■3歳児健診
小見川…5日㈫　12時30分～12時45分
（平成22年4～5月生）
佐原…19日㈫　13時～13時15分（平成22
年5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…14日㈭・21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。
佐原…6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（11月）
ト（ボクシング）櫻井孝雄氏の金メダ
ル、ブレザー、グローブ、ジャージ
などを展示します。
■場所　県立中央博物館大利根分館
ロビー
県立中央博物館大利根分館　佐藤

☎（56）0101

佐原高校吹奏楽部
創部50周年記念演奏会

　佐原高校吹奏楽部のＯＢ・ＯＧと現
役生徒が創部50周年を記念して演奏
会を開催します。総勢100人がつく
り出すサウンドをお楽しみください。
■日時　10月27日㈰　13時30分～
開場13時
■場所　佐原文化会館
■入場料　無料
■曲目　アルメニアン・ダンス　パー
ト1（Ａ．リード）、シンフォニア・ノビリッ
シマ（Ｒ．ジェイガー）ほか
佐原高校吹奏楽部ＯＢＯＧ会　中村

 ☎090（9392）0294

菊花大会

香取市菊花大会
◇期日　11月1日㈮～23日㈷
◇場所　小見川市民センター「いぶ
き館」1階アトリウム
■菊花即売会
◇期日　11月2日㈯～４日㉁
◇場所　小見川市民センター「いぶ
き館」駐車場
商工観光課 ☎（50）1212

香取神宮奉納菊花大会
◇期日　11月1日㈮～24日㈰
◇場所　香取神宮境内
香取神宮 ☎（57）3211

秋の市民ソフトテニス大会

■対象　中学生以上
■日時　11月23日㈷　8時受付（雨
天時24日㈰）
■場所　佐原庭球場
（諏訪公園）ほか
■種目　男子の部・
女子の部
■参加費　無料
11月7日㈭までに体育協会ソフトテ

ニス部　松崎 ☎（52）2336

無料相談

無料歯科検診・相談

　自覚症状がなくても、ちょっと口の
中が気になる人は、相談ください。
■日時　11月3日㈷　9時～正午、
13時～15時
■場所　香取匝瑳歯科医師会歯科セ
ンター（小見川支所となり）
■内容　当会歯科医師による歯科検
診・相談
■費用　無料
香取匝瑳歯科医師会 ☎（79）6570

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立っています。
予約は不要です。
■日時　10月26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

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 10月22日㈫ 予約日 10月15日㈫
市役所　 11月13日㈬ 予約日 11月6日㈬

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　 10月21日㈪　13時30分～15時30分
　市民活動推進課 ☎（54）1138
　 11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）
　10月15日㈫、11月5日㈫・19日㈫
　10時～15時
　市民活動推進課 ☎（54）1138
●交通事故相談（要予約）
　11月12日㈫　10時～15時
　環境安全課 ☎（50）1248
●心配ごと相談
　11月7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）
　11月5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）
　10月23日㈬、11月5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）
　 10月28日 ㈪、11月11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〉

大気中の放射線量測定結果（9月実施分）

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）

9月  3日 0.07 0.07
9月10日 0.05 0.06
9月17日 0.06 0.06
9月27日 0.05 0.05

新島
中学校

（市北部）

9月  3日 0.06 0.06
9月10日 0.05 0.06
9月17日 0.06 0.06
9月27日 0.08 0.07

市役所
本庁舎

9月2日～
30日

※4日･12日･
24日･25日･26日
は天候不良
のため中止

0.08
〜
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）

9月  3日 0.08 0.08
9月10日 0.08 0.08
9月17日 0.07 0.08
9月27日 0.08 0.08

栗源
保育所

（市西部）

9月  3日 0.07 0.07
9月10日 0.06 0.07
9月17日 0.08 0.07
9月27日 0.08 0.07

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）

27日㈰
11月3日㈷

10月20日㈰ 越川医院 布施外科医院

飯島ペインクリニック
石井内科医院 ☎(55)1414

☎(55)0300

☎(52)5202

佐原泌尿器クリニック
根本医院

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。

4日㉁ 佐原中央病院 日新外科胃腸科医院☎(55)1113
10日㈰ たもつ内科小児科医院 あいざわクリニック☎(55)8123
17日㈰ 鴇田医院 宇井整形外科医院☎(75)2008

☎(54)3390
☎(54)2823
☎(52)4580

☎(54)5977
☎(55)8001
☎(52)3131
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