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「お婿さん企画！」
月イチお見合い

■対象　女性…45歳以下で、市内在住のお婿さんに
来てもらいたい人、男性…45歳以下で、お婿さんに
行ける人
■日時　1月17日㈰　13時30分〜17時30分
■場所　香取市内（詳細は参加者のみお知らせ）
■定員　男女各12人（応募多数の場合は抽選）
※最少開催人数16人に達しない場合は中止
■参加費　1,500円
■申込　1月5日㈫までにホームページから申し込み
※事前に会員登録が必要です
� �http://www.katori-enmusubi.jp

問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

平田土地分譲受付開始 ！
県立病院前　10区画

㈱ナルミ不動産

千葉県知事（1）第16606号 〒287‐0011 香取市津宮509

☎0478‐79‐0377

未来の設計図
一緒に考えませんか？

ナルミ不動産

秘密厳守・夜間対応可
（前 神栖ひまわり基金法律事務所）

問合せ0299-91-1171
神栖・鹿島セントラル法律事務所

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
毎週火曜日　10時～11時半、14時～16時半

第3土曜日　9時～11時半
対応疾患 かぶれ・湿疹・じんましん・水虫・いぼ・おでき・やけど・うおのめ・たこ・巻き爪等

一度ご来院いただきますと、次回より電話予約が可能です。

★インフルエンザ予防接種の予約も行っております。
　15歳未満　1回　2,000円（税込）
　15歳以上　1回　3,000円（税込）

ご予約は ☎0478-70-5121 まで

千葉県香取市助沢832-1

女性医師による皮膚科を午前中も始めました！

医療法人社団寿光会　栗源病院
内科・皮膚科・リハビリテーション科

県立水郷小見川少年自然の家
そば打ち教室
　1組4人前を2回、計8人前のそば
を打ちます。
■対象　子どもと保護者
■日時　1月24日㈰�9時30分～14時
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■参加費　2,500円
■持物　エプロン、上履き、持ち帰
り用容器
12月24日㈭9時から県立水郷小

見川少年自然の家� ☎（82）1343

子どもゆめ基金助成活動
自然から学ぶこども防災

　早起きして白鳥に会いに行こう�！
■対象　小学生（家族の参加可）
■日時　1月11日㈷　7時～10時
■場所　県立東庄県民の森
■定員　30人(先着順)
■費用　500円
※昼食はバーベキュー（希望者は別
途昼食代）
ＮＰＯ光と風 鈴木� ☎0479（57）5769

31催 し
ＰＯＰＯカルテット
絵本の読み聞かせ
■対象　幼児～小学校低学年の児童
とその保護者

…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

募 集

保育所臨時職員

　市では、保育所の臨時職員を募集
します。
保育士
■対象　保育士の資格がある55歳く
らいまでの健康な人（平成28年3月取
得見込み可）
■募集数　5人
■雇用期間　平成28年4月1日～平
成29年3月31日（更新可）
■勤務日時　月～金曜日　
7時～19時の間で希望する7時間45
分（保育所によりシフト制あり。短時
間希望は応相談）
■勤務場所　公立保育所
■賃金　�時給1,100円
■応募書類　履歴書、保育士証の写し
調理員
■対象　調理師免許のある55歳くら
いまでの健康な人
■募集数　若干名
■雇用期間　平成28年4月1日～平
成29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）
■勤務場所　公立保育所
■賃金　時給940円

■応募書類　履歴書、調理師免許証
の写し
12月25日㈮までに子育て支援課�
� ☎（50）1257

レセプト点検員

■対象　医療事務資格および実務経
験を有する人
■募集数　1人
■雇用期間　平成28年4月1日～平
成29年3月31日（更新可）
■勤務日時　月～金曜日　9時～16時
■勤務場所　市役所
■賃金　時給950円
■業務内容　システム端末によるレ
セプト（診療報酬明細書）の点検
■採用方法　書類選考・面接
1月15日㈮までに履歴書と資格証

などの写しを持参または郵送で〒287-
8501 市民課� ☎（50）1228

お知らせ
Katori free Wi-Fi
説明会
　外国人観光客の増
加により、佐原地区
でWi-Fi（無線インター
ネット）の整備に取り組
む人に向けた説明会を開催します。

■日時　1月13日㈬　18時～20時
■場所　佐原中央公民館視聴覚室
■参加費　無料
1月8日㈮までに、参加希望者の住
所、氏名、電話番号を、ファクスま
たはメールで商工観光課　
� ☎（50）1212　 （54）2855
� kanko@city.katori.lg.jp

栗源運動広場野球場
貸し出し停止

　栗源運動広場野球場は改修工事の
ため、下記の期間貸し出しを停止し
ます。
■期間　11月20日～平成28年3月31日
山田B＆G海洋センター　
� ☎（78）3204

講座・教室
小見川地域
まち自慢ワークショップ
■日時　１月23日、2月6日・27日、
3月19日の土曜日　13時30分～16時
■集合場所　香取市商工会
■募集数　各日10人（先着順）　
■内容　まち歩き、まちをＰＲする方法
実施日の3日前までに商工観光課
� ☎（50）1212

香取神宮周辺で交通規制
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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

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

　12月31日㈭から平成28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22時から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
（1月1日㈷～3日㈰）
　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
　1月1日㈷は8時から16時、
2日㈯・3日㈰は9時から16時
まで
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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…6日㈬　13時～13時30分
（平成27年9月生）
■10カ月児健診
小見川…13日㈬　13時～13時30分　
（平成27年2・3月生）
佐原…27日㈬　13時～13時30分
（平成27年2月生）
■1歳6カ月児健診	
佐原…20日㈬　13時～13時30分　
（平成26年6月生）
■2歳児歯科健診
佐原…8日㈮　13時～13時15分
（平成25年7・8月生）
■3歳児健診
小見川…5日㈫　12時30分～12時45分　
（平成24年6・7月生）
佐原…19日㈫　13時～13時15分
（平成24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。
■ヒブワクチン予防接種
■小児用肺炎球菌予防接種
■4種混合予防接種
■ＢＣＧ予防接種
■麻しん風しん混合（ＭＲ）予防接種
■水痘予防接種
■日本脳炎予防接種
■2種混合予防接種

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」「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…6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
小見川支所� 12月22日㈫（予約日�12月15日㈫）
市役所　平成28年1月13日㈬（予約日�1月6日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　�12月21日㈪　13時30分～15時30分
　市民活動推進課� ☎（54）1138
　平成28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15日㈫、平成28年1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）
　平成28年1月12日㈫　10時～15時
　環境安全課� ☎（50）1248
●心配ごと相談
　平成28年1月7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� 8時30分～17時15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6階603会議室）
　平成28年1月5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）　
　12月24日㈭、平成28年1月20日㈬・28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28年1月25日㈪　13時～14時受付
●配偶者からの暴力に関する相談
　来所相談（水曜日）　※要予約
　�電話での相談（月～金曜日）
　9時～17時� ☎（52）9310

■日時　12月26日㈯　
13時30分～14時30分
■場所　山田公民館2階視聴覚室
■内容　絵本の読み聞かせ、腹話術
■参加費　無料
山田公民館　� ☎（78）4431

歳末商工大感謝祭

　千葉ロッテマリーンズの選手・チア
リーダーを招き、交流会や抽選会を
行います。
■日時　12月19日㈯　10時～15時
30分（歩行者天国は8時～16時30分）
■場所　特設ステージ…明治堂駐車
場、歩行者天国…佐原信用金庫交差
点～善光寺入口
小見川商店会連合会（香取市商工

会内）　� ☎（82）3307

佐原・町並み・お正月

町中にお正月飾り
　小野川周辺や香取街道沿いにオリ
ジナルお正月飾りを飾り付けます。
■期間　12月28日㈪～平成28年1
月11日㈷
佐原囃子と寿獅子舞
■日時　1月3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

親身 近 な 相 談 室 子 と 成 人 の 保 健 1月

問健康づくり課	 ☎（50）1235

新春大利根ウオーク

■日時　1月3日㈰
佐原駅→銚子市役所（自由歩行43㎞）
◇受付時間　6時～8時10分
◇受付場所　佐原駅待合室
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　笹川駅待合室
■参加費　300円（当日受付）
東総歩こう会　小早志　
� ☎（54）2467

市役所ロビーコンサート

■日時　12月25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　岡野式葉（ハープ）
■入場料　無料
生涯学習課� ☎（50）1224

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 0.08 0.08
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 0.06 0.06

11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。

会社や店舗、イベントの
� PR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
長期掲載がお得です！

カ ー テ ン 専 門 店カ ー テ ン 専 門 店

香取市佐原口2129　（国道356号沿）香取市佐原口2129　（国道356号沿）
10:00～18:00 水曜定休10:00～18:00 水曜定休

佐原装飾 検索

新年は新しいカーテンで迎えましょう!

香取市とくとく商品券使えます！ 新柄入荷
致しまし

た

お電話1本で伺います
見積・採寸・標準取付工事
古いカーテンの処分

手間いらずで
無　料

小山記念病院人事課　☎0299-85-1132

病床機能強化のため看護師大募集
給与(各種手当含む)

支度金あり
220,400～280,900円

賞与

昇給

年2回

年1回あり

30万円
※夜勤6回1ヶ月入れる方のみ

休暇118日～132日
連続でとれるリフレッシュ休暇
（3日～7日）を含む

問い合わせ　環境安全課� ☎（50）1248

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
　年末年始の市役所および支所の窓
口は、年内は12月28日㈪まで、年始
は1月4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。

休日の夜間急病診療当番医
健康相談ダイヤル
0120（110）474

　年末年始や休日の夜間に急病に
なった場合、その日の当番医（診療時
間は19時～22時）をお知らせします。
必ず保険証を持参してください。
　健康・医療相談も受け付けしていま
すのでお気軽にお電話ください。（24
時間対応、相談料・通話料は無料）

子ども急病電話相談
#8000

※ダイヤル回線などで#8000を利用
できない場合☎043（242）9939
　子どもの発熱などで、受診した方が
良い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
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