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は抽選）
■参加費　男性4,000円、女性3,000
円
■申込　イベントに参加するには会員
登録と申し込み（11月27日㈭締め切
り）が必要です。詳しくは、ホームペー
ジをご覧ください
http://www.katori-enmusubi.jp

しあわせアドバイザー
女優 佐藤藍子さん
(香取市在住）

■対象　20代・30代限定！
■日時　12月13日㈯　15時～19時
■定員　男女各20人（応募者多数の場合

かとり縁結び大作戦実行委員会
事務局(企画政策課内)　☎(50)1206

かとり縁結び大作戦　かかかかかとととととりりり縁縁縁縁縁縁結結結結結結びびびび大作戦　
「クリスマス「クリスマス
パーティー」 開催パーティー」 開催

成婚カップル
20組！
お子様も誕生
しています！

募 集

旭中央病院附属
看護専門学校看護学生
平成27年度入学生
■受験資格　高等学校を卒業した人、
それと同等以上の資格を有する人、ま
たは平成27年3月高等学校卒業見込
みの人
■募集数　約30～35人（一次募集と
二次募集の合計）
■試験日
◇一次募集　平成27年1月16日㈮・
17日㈯
◇二次募集　平成27年2月20日㈮・
21日㈯
■試験科目　国語（国語総合・現代文
〈古文・漢文除く〉）、英語Ⅰ、数学Ⅰ、
面接（筆記試験合格者のみ実施）
■願書受付
◇一次募集　12月22日㈪～平成27
年1月9日㈮（必着）
◇二次募集　平成27年1月27日㈫
～2月13日㈮（必着）
旭中央病院附属看護専門学校

 ☎0479（63）8111

千葉県生涯大学校入学生

平成27年度入学生
■応募対象　社会参加意欲のある千
葉県内に居住する55歳以上（昭和35
年4月1日以前生まれ）の人

■募集学科・修業年限
◇地域活動学部　2年間（週1回）
◇造形学部園芸コース　1年間（週1回）
◇造形学部陶芸コース　1年間（週2回）
■授業料（年額）　
◇地域活動学部　15,400円
◇造形学部園芸コース　27,700円
◇造形学部陶芸コース　55,500円
※授業料のほかに教材費などの負担
あり。また、消費税率が引き上げさ
れた場合は、授業料の変更を予定
■願書受付　12月26日㈮まで
千葉県生涯大学校東総学園

 ☎0479（25）2035

小山記念病院奨学生

　将来、小山記念病院に勤務する看
護師を育成するため、奨学生を募集
します。
■対象　看護学校など（大学、専門
学校）に入学見込みの人、または在学
している人で、卒業後、小山記念病
院で勤務する人
■貸与額
◇5万円コース　初年度学費全額（入学
金含む）および月額5万円（2年目以降）
◇10万円コース　月額10万円
※コースはいずれか選択可能です
※現在、在学中の人には遡及して貸
与可能
■返済　免除規定あり
履歴書を持参または郵送（〒314-

0030 鹿嶋市厨5-1-2）で小山記念病
院 ☎0299（85）1132

331お知らせ

全国瞬時警報システム
全国一斉情報伝達訓練
　全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）
とは、弾道ミサイル情報などの対処
に時間的余裕がない事態が発生した
場合に、国が人工衛星を用いて情報
を送信し、市の防災行政無線などを自
動起動することにより、緊急情報を直
接そして瞬時に伝達するシステムです。
　このシステムの自動放送試験が行
われます。なお、全国一斉の試験で
すので、香取市以外の地域でも同様
に行われます。
■実施日時　11月28日㈮　11時頃
総務課 ☎（50）1201

水田のバルブ盗難に
用心を！
　現在、市内で、農業用水を水田に
引き込む金属製の用水バルブの盗難
が多発しています。
　被害は香北土地改良区および水郷
土地改良区内の水田で、農業用水を
水田に引き込むパイプ部分を破壊さ
れ、バルブが持ち去られています。
　被害件数も非常に多く、また農閑
期には被害にも遭いやすいため、取り
外しが可能なバルブなどは各自で保
管するなどの対策をお願いします。
農政課 ☎（50）1258

第4回国保小見川総合病院
建て替え整備検討委員会
　会議は傍聴することができます（当
日受付、先着順）。
■日時　12月2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

ご注意ください
狩猟がはじまります
　11月15日㈯から平成27年2月15
日㈰までは、狩猟期間です。ハンター
（狩猟者）の皆さんはマナーを守り、
安全な狩猟に努めましょう。
　地域の皆さんも事故に遭わないよ
うに、狩猟期間中は、河川・野山の
散策や農林作業などをする場合には
次のことにご協力ください。
◇なるべく目立つ色合いの服装をし、
ラジオなど音の出る物を携帯する
◇土・日曜日などは県内外からハン
ターが集中するので特に注意する

◇罠は危険なので設置の標識がある
場合は近づかない
香取地域振興事務所 ☎（54）1311

黒部川クリーン作戦

　黒部川のごみ拾いをみんなで一緒
に楽しく行います。家族で気軽に参
加してください。
■日時　11日29日㈯　9時～
■場所　小見川スポーツ・コミュニ
ティセンター交流広場
県立水郷小見川少年自然の家　

☎（82）1343
環境安全課 ☎（50）1248

1442講座・教室

未就業歯科衛生士
復職支援講習会
■日時　平成27年1月18日㈰・25
日㈰（全2日間）　9時30分～17時
■場所　千葉県歯科医師会館（千葉
市美浜区新港32-17）
■定員　40人（先着順）
■受講料　無料
住所、氏名、電話番号をホームペー

ジまたはファクス、電話で千葉県歯
科医師会　
043（248）2977 ☎043（241）6471
http://www.cda.or.jp/

地域振興事業補助金対象事業
腰痛予防セミナー
　家族の介護や仕事についてまわる
腰痛。しっかり予防することで腰痛を
防ぎ、現在の痛みを軽減することが
できます。
■対象　市内在住・在勤者
■日時　12月12日㈮　18時30分～
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」多目的ホール
■内容　腰痛危険度チェック、予防
体操、予防方法
■定員　40人（要予約）
■費用　無料
12月7日㈰までに初学専心　多田

 ☎（83）3500

県立佐原病院
市民公開講座
■日時　12月6日㈯　16時～17時
■場所　パレス大藤
■内容　加齢による目の病気
■講師　千葉大学医学部付属病院長
眼科学教授　山本修一先生
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院 ☎（54）1231

…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

あいざわクリニック 休診日なし

脳ドック 34,900円

インフルエンザ予防接種
2,000円（65歳以上香取市助成1,000円）

国保40歳以上　2万円助成有14,900円

☎55-8001問い合わせ　☎83－2358　倉田

水郷カラオケ歌謡祭チャリティー

入場無料
会場／小見川市民センター
　　　「いぶき館」
日時／11月30日㈰
開場／10時　開演／11時30分

ケ歌謡祭

ー

TEL.0478（82）2941 小見川駅前 火曜定休

を10,800円以上ご購入の
方に2,000～3,500円相当
のＣＰＢ大型サンプルやマス
クをプレゼント（12/31迄）
さらにワタシプラスのポイントが
最大で５％還元されます

平成26年11月15日 暮らしの情報7 広報かとり



〈広告〉

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

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

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…3日㈬　13時～13時30分　（平成
26年8月生）
小見川…10日㈬　13時～13時30分　（平
成26年7～8月生）
■10カ月児健診
佐原…24日㈬　13時～13時30分　（平成
26年1月生）
■1歳6カ月児健診
小見川…2日㈫　12時30分～12時45分　
（平成25年4～5月生）
佐原…17日㈬　13時～13時30分　（平成
25年5月生）
■2歳児歯科健診
小見川…12日㈮　12時30分～12時45分　
（平成24年6～7月生）
■3歳児健診
佐原…16日㈫　13時～13時15分　（平成
23年6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
■水痘予防接種

各種教室・相談
■離乳食教室（要申込）
佐原…19日㈮　13時15分～13時30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」「運動発達」
など、乳幼児期の発達上、心配なことの相
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計測などを行います。
小見川…1日㈪、佐原…3日㈬、9時30分
～10時

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
9時30分～14時（相談時間）
要予約（先着10人）
市民活動推進課 ☎（54）1138

栗源支所 11月25日㈫（予約日 11月18日㈫）
市役所 12月10日㈬（予約日 12月3日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　 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
　 12月19日㈮　13時30分～15時30分
　市民活動推進課 ☎（54）1138
●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）
　11月18日㈫、12月2日㈫・16日㈫
　10時～15時
　市民活動推進課 ☎（54）1138
●交通事故相談（要予約）
　12月9日㈫　10時～15時
　環境安全課 ☎（50）1248
●心配ごと相談
　12月4日㈭　10時～15時
　社会福祉協議会本所 ☎（54）4410
●生活困窮者の自立支援相談
　閉庁日を除く毎日 9時30分～16時30分
　香取自立支援相談センター　☎（79）0516
●農業制度資金定期相談窓口
　（市役所3階302会議室）
　12月2日㈫　13時～16時
　 ㈱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）　
　11月19日㈬・26日㈬、12月2日㈫・10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）
　 12月8日㈪・22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

県立佐原病院健康教室

■日時　11月27日㈭　17時～
■場所　県立佐原病院1階多目的ホール
■内容　「息切れ、息が苦しい患者
さんのために」 心臓が原因、理由に
よるものについてのお話
■講師　県立佐原病院心臓血管外科
部長
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院 ☎（54）1231

231催 し

佐原の観光と祭り
写真コンクール入賞写真展
　四季を通じた自然景観・水郷・町
並みやイベントを題材にした「観光部
門」と佐原の大祭を題材にした「祭り
部門」の2部門の写真コンクール応募
作品で入賞した、計46作品を展示し
ます。
■日時・場所
◇11月26日㈬～12月3日㈬　9時
～17時　佐原中央公民館1階ロビー
◇12月5日㈮～14日㈰　9時～17
時　水の郷さわら川の駅1階ホール
◇12月17日㈬～24日㈬　10時～
17時　佐原町並み交流館1階フロア
商工観光課 ☎（50）1212

絵本の読み聞かせ

　ボランティアグループ「ＰＯＰＯカル
テット」による絵本や紙芝居で物語の
世界を楽しもう！
■対象　市内在住者（乳幼児、小学
校低学年の人は保護者同伴）
■日時　12月27日㈯　13時30分～
14時30分
■場所　山田公民館2階和室
■参加費　無料
山田公民館 ☎（78）4431

犯罪被害者週間
千葉県民のつどい
　犯罪被害者の実情や被害者支援の
重要性を考えます。
■日時　12月7日㈰　13時～16時
■場所　千葉県教育会館大ホール
■内容　基調講演（東名高速酒酔い
トラック事故被害者遺族）、千葉県警
察音楽隊コンサート
■参加費　無料
12月1日㈪までに住所、氏名、人

数を電話またはファクスで千葉県生
活・交通安全課 ☎043（223）2333

親身 近 な 相 談 室 子 と 成 人 の 保 健 12月
問健康づくり課　☎（50）1235

人形劇と大型紙芝居

■日時　11月30日㈰　13時30分～
■場所　佐原中央公民館3階大会議室
■内容　大きなかぶ、ごちゃまぜカメ
レオン
■入場料　無料
香取地区更生保護女性会根っこ座

事務局 ☎（54）0757

円
えんじょうじ

城寺昇
のぼる

展

　香取市小見川出身の洋画家・円城
寺昇氏（1906～1953）の絵画展を開
催しています。
■日時　平成27年1月31日㈯まで
（土・日曜日、祝日のみ開館）　10時
～16時
■場所　房総郷土美術館（鴨川市四

よ

方
も

木
ぎ

410-5）
房総郷土美術館
 ☎04（7094）0333
 黒川　☎04（7094）0288

市役所ロビーコンサート

■日時　11月26日㈬　12時15分～45分
■場所　市役所1階ロビー（情報コー
ナー）
■出演　堀越みえこ（ピアノ）
■入場料　無料
生涯学習課 ☎（50）1224

宇井整形外科医院 ☎(52)3131
布施外科医院 ☎(52)4580
本多病院 ☎(82)3181
根本医院 ☎(54)2823
佐原泌尿器クリニック ☎(54)3390
日新外科胃腸科医院 ☎(54)5977
あいざわクリニック ☎(55)8001

鴇田医院 ☎(75)2008
石橋医院 ☎(82)2203
馬場医院 ☎(82)2730
坂本医院 ☎(52)3381
榊原医院 ☎(52)2820
坂本医院 ☎(52)3381
島崎医院 ☎(55)1221

11月16日㈰
23日㈷
24日㉁
30日㈰

12月7日㈰
14日㈰
21日㈰

外科内科月日
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。健康相談
ダイヤル24
0120（110）474
皆さんの健康に関する
相談をお受けします。
お気軽に電話ください。
（24時間対応、相談料・
通話料は無料）

大気中の放射線量測定結果

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

測定場所
測定値（最大値）

地上0.5m 地上1.0m

市役所 0.10 0.09
府馬小学校 0.05 0.05
新島中学校 0.04 0.05
小見川幼稚園 0.07 0.07
栗源保育所 0.06 0.06

10月実施分

　市役所での測定は、閉庁日を除く毎日
実施し、市役所以外は週1回実施していま
す（天候不良などの場合は除く）。
　詳しい測定結果は、市ホームページを
ご覧ください。
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