
保育士など臨時職員

　市では、保育所および放課後児童
クラブの臨時職員を募集します。
保育士
■募集数　5人程度
■資格　保育士の資格がある55歳く
らいまでの健康な人（平成26年3月取
得見込み可）
■雇用期間　平成26年4月1日～平
成27年3月31日（更新可）
■勤務日時　月～金曜日　8時30分
～17時15分（保育所によりシフト制
あり。短時間希望は応相談）
■賃金　時給1,050円
■勤務場所　市内公立保育所
■申請書類　履歴書、保育士証の写し
■採用方法　面接試験
調理員
■募集数　若干名
■資格　調理師免許のある55歳くら
いまでの健康な人
■雇用期間　平成26年4月1日～平
成27年3月31日（更新可）
■勤務日時　月～金曜日　8時30分
～17時15分（短時間希望は応相談）
■賃金　時給900円
■勤務場所　市内公立保育所
■申請書類　履歴書、調理師免許証
の写し
■採用方法　面接試験
放課後児童クラブ指導員
■募集数　若干名
■資格　保育士または教員免許があ
る50歳くらいまでの健康な人（平成
26年3月取得見込み可）
■雇用期間　平成26年4月1日～平
成27年3月31日（更新可）
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■勤務日時　月～金曜日　13時～18
時30分、休業日（土曜日を含む）　8時
～18時30分
■賃金　時給1,000円
■勤務場所　市内放課後児童クラブ
■申請書類　履歴書、保育士証の写
しまたは教員免許証の写し
■採用方法　面接試験
12月27日㈮までに子育て支援課

☎（50）1257

川の駅 水の郷さわら
ボランティア

　川の駅水の郷さわらでの、河川事
業、地域の歴史・文化・自然・防災
などの案内ボランティアを募集します。
■期間　平成26年1月から3月まで
■時間　9時～16時30分
■場所　川の駅水の郷さわら
■内容　河川防災教育展示室の案内
業務
川の駅水の郷さわら ☎（52）1138

お知らせ

漂流物を保管しています

　次の物件を保管していますので、
心当たりの人は連絡ください。
■拾得物件　小型船（ＹＡＭＡＨＡ・Ｆ
ＲＰ製）　全長約4.2m　幅約1.7m　
水色　船外機なし
■拾得日　11月7日
■拾得場所　黒部川右岸　黒部川水
門付近（利根川河川上）
東庄町役場総務課 ☎（86）6082

都市計画区域見直し
に係る道路基礎調査

　建築基準法による道路の区分を調
査するため、山田・栗源地域で道路

の現地調査を実施します。
　主に道路の幅員調査ですが、調査
をする上で委託業者が私道の一部に
立ち入る場合もありますので、ご理
解とご協力をお願いします。
　なお、委託業者は、身分証明書を
携帯して作業を行います。
■調査期間　12月中旬～平成26年
3月 
■委託業者名　㈱オオバ千葉支店
都市整備課 ☎（50）1214

12月31日は
工業統計調査です

　工業統計調査は、製造業を営む事
業所を対象に、12月31日を基準日と
して実施します。経済動向を把握す
るための国の重要な調査です。
　経済センサス活動調査のある年を
除き、毎年実施している調査であり、
今回も12月中旬から平成26年1月に
かけて調査員が「調査員証」を携行し
て伺いますので、回答をお願いします。
■対象　製造業を営む事業所
■調査内容　従業者数、製造品出荷
額、在庫額、原材料使用額など
企画政策課 ☎（50）1206

講座・教室

新春を松竹梅で！
正月用寄せ植え教室

■日時　12月25日㈬　10時～
■場所　佐原町並み交流館多目的室
■定員　20人（先着順）
■参加費　2,000円
■持物　花切りハサミ
ＮＰＯ法人小野川と佐原の町並みを
考える会 ☎（52）1000

体よろこぶ！
リンパセラピー教室Ⅱ

　「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
気につなげましょう。

■対象　市内在住・在勤者で成人女性
■日時　平成26年1月22日から3月
5日までの毎週水曜日（全6回・2月
12日を除く）　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　リンパセラピストに学ぶ教
室。リンパの知識を学びながら、体
内の滞ったリンパ節の循環を改善し、
健康な体づくりを実践実感
■定員　30人（最少開催人数10人、
初めての人優先）
■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
12月18日㈬から20日㈮までの9

時から17時までに電話で小見川市民
センター「いぶき館」 ☎（82）1123

催 し

佐原・町並み・お正月

町なかにお正月飾り
　小野川周辺や香取街道沿いを、竹
などのオリジナルお正月飾りで飾りつ
けします。
■期間　12月28日㈯～平成26年1
月12日㈰
佐原囃子と寿獅子舞
■日時　平成26年1月5日㈰　11時
～、14時～
■場所　佐原町並み交流館
佐原おかみさん会

☎080（5455）7577

大気中の放射線量測定結果（11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）

11月  5日 0.05 0.05
11月12日 0.06 0.05
11月19日 0.05 0.05
11月26日 0.05 0.06

新島
中学校
（市北部）

11月  5日 0.07 0.07
11月12日 0.06 0.05
11月19日 0.05 0.05
11月26日 0.05 0.05

市役所
本庁舎

11月1日
～
29日

※7日・20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）

11月  5日 0.07 0.08
11月12日 0.07 0.08
11月19日 0.08 0.08
11月26日 0.07 0.07

栗源
保育所
（市西部）

11月  5日 0.07 0.07
11月12日 0.07 0.07
11月19日 0.07 0.07
11月26日 0.07 0.07

募 集

香取神宮周辺で交通規制
　12月31日㈫から平成26年1月3日
㈮まで、香取神宮周辺で交通規制が
実施されます。現地では、警察官の
指示に従ってください。混雑緩和の
ため、自家用車の利
用はできるだけ避けて
ください。
■規制時間
　12月31日㈫の23
時から平成26年1月1
日㈷の17時まで。2
日㈭・3日㈮は9時か
ら17時まで
シャトルバスを運行
　ＪＲ香取駅と香取神
宮間でシャトルバスを
運行します。
■運行日時
　平成26年1月1日㈷
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※第1駐車場へは、小見川方面から右折での進入はできません

は8時から16時、2日㈭・3日㈮は9時
から16時まで
交通規制は香取警察署 ☎（54）0110

シャトルバスはＪＲ佐原駅 ☎（54）3131
その他　香取神宮 ☎（57）3211

…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…8日㈬　13時～13時30分　（平成
25年9月生）
■10カ月児健診
小見川…15日㈬　13時～13時30分　（平
成25年2～3月生）
佐原…29日㈬　13時～13時30分　（平成
25年2月生）
■1歳6カ月児健診
佐原…22日㈬　13時～13時30分　（平成
24年6月生）
■2歳児歯科健診
佐原…10日㈮　13時～13時15分　（平成
23年7～8月生）
■3歳児健診
小見川…7日㈫　12時30分～12時45分　
（平成22年6～7月生）
佐原…21日㈫　13時～13時15分　（平成
22年7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…9日㈭・16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…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（1月）新春大利根ウォーク

■日時　平成26年1月4日㈯　当日受付
ＪＲ佐原駅→銚子市役所（自由歩行42㎞）
◇受付時間　6時～8時10分
◇受付場所　ＪＲ佐原駅前
ＪＲ笹川駅→銚子市役所（自由歩行25㎞）
◇受付時間　8時～9時30分
◇受付場所　ＪＲ笹川駅前
■参加費　300円
東総歩こう会 小早志 ☎（54）2467

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　12月25日㈬、平成26年1
月22日㈬　12時15分～（毎月第4水
曜日）
■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）

■内容　クリスマスにちなんだ曲など
■入場料　無料
生涯学習課 ☎（50）1224

県民芸術劇場
さわら軒先コンサート

　「弦楽四重奏で贈るクリスマス・コ
ンサート」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　12月21日㈯　14時～
■場所　佐原町並み交流館
■出演　バイオリン…本庄篤子、斎
藤史織　ビオラ…高田美樹子　チェ
ロ…若狭直人
■曲目　クリスマス・メドレー　ほか
佐原商工会議所 ☎（54）2244

千葉萌陽高校
キャンドルナイト

　高校生が描く光の祭典として、キャ
ンドルナイトを開催します。
■日時　12月22日㈰　16時～（雨
天時は23日㈷）
■場所　千葉萌陽高校第2駐車場
（山車会館側）
■内容
◇キャンドル灯火（1,500灯）　点灯
16時　消灯19時
◇片野聡（篠笛奏者）演奏　17時30
分 ～17時50分、18時10分 ～18時
30分
千葉萌陽高校 ☎（52）2959

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

小見川支所 12月24日㈫ 予約日 12月17日㈫
市役所 平成26年1月15日㈬ 予約日 1月8日㈬

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　 12月20日㈮　13時30分～15時30分
　市民活動推進課 ☎（54）1138
　 平成26年1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）
　12月17日㈫、平成26年1月7日㈫・
　21日㈫　10時～15時
　市民活動推進課 ☎（54）1138
●交通事故相談（要予約）
　平成26年1月14日㈫　10時～15時
　環境安全課 ☎（50）1248
●農業制度資金定期相談窓口
　（市役所7階701会議室）
　平成26年1月7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）
　12月18日㈬、平成26年1月15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）
　 平成26年1月27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〉 〈広告〉 〈広告〉

年末年始の各種申請・手続き
市役所　　　　　　☎（54）1111　　小見川支所　　　　☎(82)1111 
山田支所　　　　　☎(78)2111 栗源支所　　　　　☎(75)2111
　年末年始は、市役所窓口をはじめ、各施設は通常の業務日とは異な
ります。市役所および支所の窓口は、年内は12月27日㈮まで、年始は
1月6日㈪からです。各種届け出や申請などは、早めに済ませてください。
　公民館や図書館、海洋センターなどは、施設ごとに休館日が異なりま
すので、事前に確認してからご利用ください。

休日・年末年始の夜間急病診療当番医
☎(83)0800

　休日および年末年始（12月29日㈰～平成26年1月3日㈮）の夜間に
急病になった場合、上記の番号に問い合わせください。
　その日の当番医をお知らせします。診療時間は19時から22時までで
す。必ず保険証を持参してください。

子ども急病電話相談
☎043(242)9939

※プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは局番なしの＃8000

　子どもの発熱などで、医師に受診したほうが良いのか、様子
をみても大丈夫なのか、悩んだときは気軽に相談してください。
　看護師や小児科医が電話でアドバイスしてくれます。
※毎日・夜間の19時から22時

組合員・准組合員の皆様へ

虹のホールさわら

虹のホールおみがわ
TEL.50－0983

TEL.82－0983Aコープ跡地

JA葬儀式場

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

12/31まで診療しています。年始は1/4～
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

☎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
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