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募 集

市税などの収納補助員

　市税などの未納の収納業務を行う
補助員を募集します。
■対象　
①市内在住の65歳未満で市税などを
完納している健康な人
②自家用車を所有する人（訪問に自家
用車を使用できる人）
③20歳以上で一定の収入がある人を
身元保証人にできる人
④日曜日や祝日、夜間（20時ごろま
で）に随時の収納業務ができる人
■募集数　1人
■勤務形態・賃金　問い合わせくだ
さい
■選考　面接
3月13日㈮までに履歴書を持参し、

税務課 ☎（50）1205

千葉県生涯大学校入学生
（2次募集）
■対象　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年制（週1回）
◇造形学部園芸コース 1年制（週1回）
◇造形学部陶芸コース 1年制（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
■願書受付　2月27日㈮まで
千葉県生涯大学校東総学園　　

☎0479（25）2035

331お知らせ

３月議会開会

　2月24日㈫から開会予定の3月定
例会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。
議会事務局 ☎（50）1217

学用品費、給食費など
就学援助制度
　市では、小中学校に通学するお子
さんが安心して教育を受けられるよう、
家庭の事情に配慮し、学用品など学
習に必要な費用の援助を行っていま
す。
■対象　市内に居住し、香取市立小
中学校に通学するお子さんのいるご
家庭で、経済的な援助を必要とする
保護者（世帯の収入に関する書類審
査があります）。
■申込　各学校にある申請書に、前
年の収入が分かる書類などを添えて
各学校へ提出
学校教育課 ☎（50）1239

始めませんか？
光ブロードバンドサービス
　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を利用でき
る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、
現在、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。

　また市では、YouTubeを活用した
公式動画の配信を行い、市内で行わ
れたイベントや伝統芸能などを紹介
しています。より高速な通信環境を
利用して地域の情報に触れてみません
か？
ＮＴＴ東日本 ☎0120（916）835
総務課 ☎（50）1202

小見川城山公園　
清
せいふう

風荘の予約

　小見川城山公園清風荘を4月に利
用したい人は、3月2日㈪9時に、小
見川支所地域班に直接来庁してくだ
さい。申し込み多数の場合、抽選を
行います。
　なお、抽選後、空きがある場合は、
都市整備課および小見川支所地域班
で先着順に受け付けます。
都市整備課 ☎（50）1214

お済みですか？
飼い犬の死亡届
　犬にも死亡届があるのをご存じで
しょうか。狂犬病予防法に基づき、
登録を済ませた犬が死亡した場合は、
30日以内に届け出をしてください。
　登録済みの犬が既に死亡している
場合は、環境安全課へ連絡ください。
環境安全課 ☎（50）1248

アジサイを植樹しませんか
（防災力向上市民協働植樹事業）

　（公社）国土緑化推進機構との共催
で、道の駅くりもと紅小町の郷の広場
や里山に、アジサイなどを植樹します。
■日時　2月26日㈭　13時～（小
雨決行、雨天順延）
■集合場所　道の駅くりもと紅小町
の郷広場
■服装　汚れてもいい服装
道の駅くりもと ☎（70）5151

災害孤児遺児応援金

　NPO法人被災者応援愛知ボラン
ティアセンターでは、震災孤児遺児
に応援金を贈っています。
■対象　次の2つの条件を満たす人
◇東日本大震災による直接的・間接
的な理由で両親（またはどちらか）、ま
たは保護者を亡くした人

◇平成27年3月31日㈫時点で18歳以
下の人（定時制高校生は19歳以下も可）
■申込　3月31日（消印有効）までに
申請用紙に戸籍謄本（発行後3カ月以
内）を添えて〒456-0006 名古屋市
熱田区沢下町8-4 愛知私学会館内 
愛知ボランティアセンター応募金申請
受付係
※申請用紙は社会福祉課に設置のほ
か、愛知ボランティアセンターのホーム
ページからもダウンロードできます
http://www.aichiborasen.org/
被災者応援愛知ボランティアセンター

（10時～17時） ☎080（4530）3117

東京情報大学・香取市 
地域連携フォーラム2015
■日時　2月28日㈯　13時～16時
■場所　佐原中央公民館3階大会議室
■内容　講演「食と文化とまちづくり」
（講師：東京情報大学学長　牛久保
明邦氏）、地域連携成果発表あり
■参加費　無料
東京情報大学　地域連携研究成果展
2015
■日時　2月14日㈯～28日㈯　10
時～16時（18日㈬・25日㈬は除く）
■場所　いなえギャラリー（佐原イ
511）
東京情報大学総務課　

☎043（236）4603

講座・教室

赤十字防災研修会

　香取市赤十字奉仕団と一緒に防災
について学んでみませんか。
■日時　3月15日㈰　10時～15時
■場所　佐原中央公民館
■内容　心肺蘇生法・AED体験・身
近な日用品で作る防災グッズ作り（ビ
ニール袋カッパ・ふろしきリュック・新
聞紙スリッパ）
■参加費　無料
香取市赤十字奉仕団事務局（社会

福祉課内） ☎（50）1209

食物アレルギー教室

　意見交換を行う交流会も開催します。
■対象　食物アレルギーの子どもを
持つ保護者・家族、学校関係者など
■日時　2月25日㈬　13時30分～
15時30分　
■場所　香取健康福祉センター（香
取保健所）会議室
■内容　正しく知ろう！食物アレル

…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

香取市奨学資金貸付制度

　市では、学校教育法で規定する大
学・専修学校（専門課程）に進学が決
定、または在学中の人に奨学資金の
貸し付けを行います。
■対象　修学のために経済的な援助
を必要とし、心身ともに健全で学業
に優れ、市内に身元確実な保証人が

いる学生（書類審査を実施し、決定）。
■申請期間
3月16日㈪～4月15日㈬
■貸付額　月額3万円以内
■申込　学校教育課にある申請書に、
世帯全員の前年の収入がわかる書類
などを添えて提出

貸付額を増額しました 学校教育課　☎(50)1239

あいざわクリニック 休診日なし

脳ドック 38,880円

肺炎球菌予防接種
香取市助成の対象の方6,600円

国保40歳以上　2万円助成有18,880円

☎55-8001

ーあなたの「学びたい」を応援しますー
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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

☎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、CO2削減、循環型経済形成のため

香取市木材協同組合

　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!

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…4日㈬　13時～13時30分（平成26
年11月生）
■10カ月児健診
小見川…11日㈬　13時～13時30分
 （平成26年4月～5月生）
佐原…25日㈬　13時～13時30分（平成26
年3～4月生）
■1歳6カ月児健診
佐原…18日㈬　13時～13時30分（平成25
年8月生）
■2歳児歯科健診
佐原…13日㈮　13時～13時15分（平成24
年9～10月生）
■3歳児健診
小見川…3日㈫　12時30分～12時45分　
（平成23年8～9月生）
佐原…17日㈫　13時～13時15分（平成23
年9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

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」「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…2日㈪　9時30分～10時
佐原…4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　2月24日㈫（予約日 2月17日㈫）
市役所　　3月11日㈬（予約日 3月4日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　 2月20日㈮　13時30分～15時30分
　市民活動推進課 ☎（54）1138
　 3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）
　 2月17日㈫、3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）
　3月10日㈫　10時～15時
　環境安全課 ☎（50）1248
●心配ごと相談
　3月5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）
　3月3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）　
　 2月18日㈬・25日㈬、3月3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）
　2月23日㈪、3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

ギー（診断と治療、自己管理について）
■講師　下志津病院小児科医長
鈴木修一氏
■参加費　無料
電話またはファクスで香取健康福

祉センター地域保健福祉課栄養担当
　　　☎（52）9161　 （54）5407

県立佐原病院健康教室

■日時　2月26日㈭　16時～
■場所　県立佐原病院1階多目的
ホール
■内容　健康長寿は食べることから
～えん下の話～
■講師　県立佐原病院　摂食嚥

えん

下
げ

障
害看護認定看護師
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院 ☎（54）1231

県立佐原白楊高校
聴講講座

■対象　高校在籍者を除く中学校卒
業同等以上の人（2年連続の同一講
座の受講不可）
■日時　4月から平成28年3月までの
毎週金曜日　13時25分～15時15分
■場所　県立佐原白楊高校
■定員
◇陶芸入門…5人程度
◇エアロビクス、地域伝統芸術入門
（雅楽）、中国語入門、韓国語入門
…各10人程度
■受講料　年額9,620円（受講料の
ほかに各講座の必要経費負担あり）
3月9日㈪から20日㈮までに、志

願書（学校で配布）、1年以内の胸部
Ｘ線に異常がないことを証明する書類
を持参し県立佐原白楊高校　

☎（52）5137

231催 し
ＪＲ東日本
駅からハイキング
　代表的な名所のほか、伊能忠敬記
念館付近で開催される「小江戸さわら
春祭り」や「さわら雛舟」など、まちな
かでの雛めぐりを楽しみながら散策し
ます。
■期日　3月14日㈯　雨天決行
■コース　JR香取駅～津宮浜鳥居～

水の郷さわら～山車会館～観福寺～
雛めぐり～伊能忠敬記念館～春祭り
会場～JR佐原駅（約9km）
※参加者の安全のため、コース付近
での車の運転にはご注意ください
■受付時間　8時30分～11時30分
■受付場所　JR香取駅前（駐車場は
ありません）
■参加費　無料
■コース番号　07413
■申込　3月11日㈬までにインター
ネットまたは電話で駅からハイキング
事務局 ☎03（5719）3777
www.jreast.co.jp/hiking/
商工観光課 ☎（50）1212

香取・佐原母親大会

■日時　2月22日㈰　13時30分～
16時30分　開場13時
■場所　佐原中央公民館3階大会議室
■内容　講演「平和への思い」　佐
原張子と共に平和をつなぐ軸足として
（講師：鎌田芳朗氏）
■参加費　300円（資料代）
※保育室あります（無料）
香取・佐原母親大会実行委員会　

宇井 ☎（79）2631

市役所ロビーコンサート

■日時　2月25日㈬ 12時15分～45分
■場所　市役所1階ロビー
■出演　香取純子（声楽）、菅井幸子
（ピアノ）、佐原アンサンブルカルテッ
ト（リコーダー）
■入場料　無料
生涯学習課 ☎（50）1224

親身 近 な 相 談 室 子 と 成 人 の 保 健 3月
問健康づくり課　☎(50)1235

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

1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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