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募 集

税務課臨時職員

　確定申告時期などの業務繁忙期に、
受付・資料整理などの事務を行う臨
時職員を募集します。
■対象　パソコン操作のできる65歳
以下の市内在住者
■募集人員　7人
■期間　平成29年1月16日㈪～3月
16日㈭　9時～17時
■勤務地　市役所、小見川支所（小
見川支所は2月16日㈭～3月15日㈬）
■業務内容　課税資料の収受・整理・
入力・確認
■賃金　時給890円
■申込　11月16日㈬までに履歴書
を持参または郵送で、税務課または
各支所
税務課� ☎（50）1242

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

■募集種目　高等工科
■資格　日本国籍で、平成29年4月
1日現在、中卒（見込み含む）で17歳
未満の男子（平成12年4月2日から平
成14年4月1日までに生まれた男子）
■受付期限
◇一般　平成29年1月6日㈮まで（必着）
◇推薦　12月2日㈮まで（必着）
■試験日
一次試験

◇一般　平成29年1月21日㈯
◇推薦　平成29年1月7日㈯から9
日㈷までの指定する1日
自衛隊千葉地方協力本部　成田地
域事務所� ☎0476（22）6275

お知らせ
献血にご協力を
お願いします

■日時　11月3日㈷
9時45分～11時45分、13時～15時
■場所　山田ふれあいまつり会場
健康づくり課� ☎（50）1235

香取市戦没者追悼式

　戦没者の慰霊と世界平和を祈念す
るため、戦没者追悼式を開催します。
■日時　11月11日（金）　10時30分～
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」
社会福祉課� ☎（50）1209

11月はちば国保月間

　11月は、「ちば国保月間」と定め、
国保制度の啓発や国保税の納付意識
の高揚を図るため、県下一斉に各種
事業を実施しています。
　市では、平成27年度国保の医療
費が約88億9千万円で、高額な医療
費の伸びが大きく、前年より約4億
5千万円増えています。中でも生活
習慣病に起因する循環器系の医療費

が、一番高い状況です。症状が重篤
化しないよう、早期治療・生活習慣
の改善が必要です。
　また、擬制世帯・単身世帯・所得
零
ぜろ
世帯に対して、他の社会保険の被
扶養者になれないか資格の適正調査
を実施します。保険証が届かないな
どの世帯に対しては、不現住者の調
査を実施します。収納率の向上と併
せ、医療費の適正化にご協力をお願
いします。
市民課� ☎(50)1228

11月9日～15日
秋季全国火災予防運動
　火災が発生しやすい時季を迎え、
より多くの人が火災予防の大切さを
知り、発生防止に努め、死傷事故や
財産の損失を防ぐことを目的として毎
年実施しています。
　「消しましょう　その火その時　そ
の場所で」を統一標語として定め、重
点目標として次の項目をあげて運動
を推進していきます。
■5つの重点目標
◇住宅防火対策の推進
◇放火火災防止対策の推進
◇特定防火対象物などの防火安全対
策の徹底
◇製品火災の発生防止に向けた取り
組みの推進
◇多くの人が集合する催しに対する
火災予防指導などの徹底
香取広域市町村圏事務組合消防本
部予防課� ☎（52）1192

介護家族のつどい
（白ゆりの会）
■対象　認知症の人を介護中の家族など
■日時　11月18日㈮　
10時～11時30分　集合9時30分

■場所　匝瑳市市民ふれあいセンター
（匝瑳市八日市場ハ793-35）
■集合場所　香取市役所駐車場
■内容　匝瑳市オレンジカフェ（認
知症カフェ）見学
■参加費　100円（茶菓子代）
白ゆりの会　髙木� ☎090（7280）3016

個人事業税の納期

　個人事業税第2期分の納期限は11
月30日㈬です。納付書は11月中旬
に送付しますので、早めに最寄りの
金融機関などで納めてください。
　個人事業税の納税は、口座振替制
度を利用されると便利です。
香取県税事務所� ☎（54）1314

千葉県民のつどい

■日時　11月27日㈰　13時～16時��
■場所　千葉市生涯学習センター
（千葉市中央区弁天3-7-7）
■内容　犯罪被害者遺族による講演、
高校生による意見発表、音楽会
■定員　300人（先着順）
■参加費　無料
11月22日㈫までに県くらし安全推

進課� ☎043（223）2333

11月12日～25日
女性に対する暴力をなくす運動
　配偶者などからの暴力、性犯罪、
売買春、ストーカー行為など女性に
対する暴力は、女性の人権を侵害す
る決して許されない行為です。ひとり
で悩まずに、まず相談してください。
千葉県女性サポートセンター
� ☎043（206）8002

「女性の人権ホットライン」強化週間
　人権擁護委員が「女性の人権ホット
ライン」を通じて、相談に応じます。

ホットライン ☎0570（070）810 
■日時　11月14日㈪～18日㈮
8時30分～19時（19日㈯・20日㈰
10時～17時）
県人権擁護委員連合会事務局
� ☎043（247）3555

11月は
労働保険適用促進強化月間
　農林水産業の使用労働者5人未満
の個人事業を除き、労働者を1人で
も使用する事業主は、労働保険（労
災保険と雇用保険の総称）の加入が
法律で義務づけられています。未加
入の事業主は至急、加入してください。
千葉労働局労働保険徴収課�
� ☎043（221）4317
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平成27年度
人が犬にかまれる事故が
県内で151件発生しました
問環境安全課 ☎（50）1248
　香取保健所 ☎（52）9161
　千葉県動物愛護センター　☎0476（93）5711

11月は動物による危害防止対策強化月間
　飼い犬が人をかんで怪

け
我
が
をさせた場合は、保

健所に届け出てください。公園なども含め、犬
の放し飼いは禁止です。散歩は犬を制止できる
人が、短い引き綱で行い、家では来訪者の届か
ない場所につなぎましょう。また、門や玄関か
ら犬が飛び出さないよう注意してください。

動物を正しく飼うために注意すること
○犬の登録と狂犬病予防注射は法律で定められ
た飼い主の義務です。
○猫は屋内で飼いましょう。他人への迷惑を防止
でき、交通事故などから猫を守れます。
○犬猫合わせて10頭以上飼う場合、保健所へ
届け出が必要です（91日齢未満の犬猫を除く）。
○ペットがいなくなったらすぐに探し、保健所、
警察、動物愛護センターに届け出ましょう。ま
た、迷子札をつける、マイクロチップを装着・
登録するなどして、保護された際に飼い主が分
かるようにしましょう。
○やむを得ない事情で飼えなくなった場合は、
新しい飼い主を探してください。どうしても見
つからない場合は、保健所や動物愛護センター
などに相談してください。

あなたの結婚のお手伝い‼
たくさんの方が決まっています。お気軽にお電話下さい

初婚・再婚・年齢問わず。

香取市小川554（風土村より5分）
出合の場 高橋 ☎78-4331

本人確認書類で安心・安全
経済産業大臣認定カウンセラー
日本ブライダル連盟・NPO法人加盟

デアイノバ タカハシ

■お問合せ

丸神不動産㈱ ☎83-9411
■設計・施行・管理

☎82-5450合同会社 シライ

売　地 入居者募集
小見川西小学校正門前
■地目
　雑種地（無指定）
■面積
　約246坪（実測）分割可
■価格
　相談応

白井ハイツ第7-202

★エアコン・ウォシュレット完備
★コインランドリー有（敷地内）乾燥のみ

50,000円
小見川西小学校前 礼金

更新料
なし

香取駅すぐ・津宮小前 0478-50-5511
HP：香取医院

インフルエンザ予防接種が
香取市とくとく商品券で、

接種できます
香 取 医 院

…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

平成28年11月1日 暮らしの情報11 広報かとり



〈広告〉 〈広告〉〈広告〉

11月
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

 日 月 火 水 木 金 土

看護職合同就職説明会
看護技術講習会
■日時　11月18日㈮　
9時30分～13時　入退場自由
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」304研修室
■参加費　無料
（公社）千葉県看護協会
� ☎043（247）6371

講座・教室

太巻き飾り寿司

■対象　小学生とその家族
■日時　11月19日㈯　13時～15時
■場所　山田児童館
■定員　12組
■参加費　700円（材料費）
■持物　エプロン、三角巾、上履き、
巻きす、海

の り
苔（一帖）

山田児童館� ☎（78）1050

1056催 し

10001441市民楽々ハイキング

■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　11月19日㈯　7時～
山田Ｂ＆Ｇ海洋センター前出発
■場所　竜神峡コース（茨城県常陸太田市）
■定員　70人（先着順）
■参加費　1,500円
11月3日㈷から8日㈫の8時30分か

ら17時までに参加費を添えて直接山
田Ｂ＆Ｇ海洋センター（1人の申し込み
で4人まで、電話不可）� ☎（78）3204

1209市民卓球小見川大会

■対象　市内在住・在勤・在学者
■期日　12月4日㈰
■場所　小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
■種目　一般男・女シングルス（男
女別個人戦）、小学生の部シングルス
（男女混合個人戦）
■参加費　300円（保険料など、当
日支払い）
11月16日㈬までに小見川スポー

ツ・コミュニティセンター
� ☎（83）0101　 （83）0149

はなうえ祭

　パンジーの苗を植えます。
■日時　11月19日㈯　

9時～10時30分（小雨決行）
■場所　くろべ運動公園艇庫前
■参加費　無料
黒部川をふるさとの川にする会　

岡本� ☎090（3009）8853

大利根旭出福祉園
大利根祭
■日時　11月20日㈰　
10時30分～14時30分（雨天決行）
■場所　大利根旭出福祉園（岡飯田
792-1）
■内容　鹿島吹奏楽団、和太鼓香

か

音
のん
、懐メロなっちゃん（歌手）、バナ

ナの叩き売り、バザー、各種模擬店、
カプセル投げなど
大利根旭出福祉園� ☎（83）1220

コーラスフェスタｉｎかとり

■日時　11月20日㈰�
13時30分～　開場13時
■場所　小見川市民センター「いぶき館」
■入場料　無料
■出演　芦笛、佐原混声合唱団、房
総の会コーラボーチェ、水と森混声
合唱団
コーラスフェスタ実行委員会　
八城� �☎090（8873）9386

人形劇と大型紙芝居

■日時　11月20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（人形劇）、ごちゃ
まぜカメレオン（大型紙芝居）
■入場料　無料
香取地区更生保護女性会根っこ座

尾形　� ☎（54）0757

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
加しましょう。
■日時　11月26日㈯　9時～11時�
（小雨決行）
■集合場所　小見川スポ－ツ・コミュ
ニティセンタ－駐車場
県立水郷小見川少年自然の家　　
� ☎（82）1343

無料相談
税理士による
税の無料相談
　相談日前日までに各税理士事務所
へ予約ください。
◇11月14日㈪　野村勲税理士事務
所（南原地新田353）� ☎（80）0558
◇11月28日㈪　八幡寛史税理士事
務所（銚子市桜井町255-2）
� ☎0479（30）1131
※税理士や税理士法人と顧問契約を
している人はご遠慮ください
千葉県税理士会佐原支部税務支援
対策部　佐藤� ☎（52）2511

行政書士による
無料相談
■日時　11月17日㈭
◇遺言書かき方実習…13時30分～
（参加自由）
◇無料相談会…14時～（予約優先）
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」3階
■相談内容　官公署提出許認可申請、
相続、遺言、農地転用など
千葉県行政書士会東総支部　飯田
� ☎（82）1419

建築無料相談

■日時　11月19日㈯　10時～15時
■場所　佐原中央公民館
■相談内容　建築に関すること全般
千葉県建築士会香取支部　林
� ☎（55）1012

発明相談会

■日時　毎月第3金曜日　
10時～16時（要予約）
■場所　香取市商工会（小見川）
■内容　特許、商標登録など
■講師　（一社）千葉県発明協会
香取市商工会� ☎（82）3307

ハラスメント対応特別相談

　妊娠・出産・育児休業・介護休業
などを理由とする解雇、雇止めなど
の不利益取り扱いは法律で禁止され
ています。ハラスメントでお困りの人
は、相談ください。
■受付期間　12月28日㈬までの平
日　8時30分～17時15分
千葉労働局雇用環境・均等室
� ☎043（221）2307

香取市佐原イ2943　☎52－4545
http://www.yamaken.ne.jp/

㈱山本住建
ヤ マ ケ ン

増改築・リフォームのことならなんでもおまかせ下さい ！

どこに頼んでよいかわからない工事

建築工事業知事許可第25690号

お電話
下さい! JA葬祭

JA葬祭

２４時間受付（年中無休）

TEL.0478-50-0983
JA葬儀式場 虹のホールさわら・おみがわ

自宅・寺院でのご葬儀承ります

葬祭ディレクター技能審査（厚生労働省認定）多数在籍

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

Event Schedule
イベントスケジュール

佐原中央公民館� ☎（55）1151
○市民文化祭　展示の部　
　11月3日㈷13時～6日㈰16時
○篠塚喜一写真展　
　11月8日㈫正午～13日㈰17時

佐原文化会館� ☎（55）1161
○市民文化祭　民謡部　
　11月2日㈬　13時～16時
○市民文化祭　音楽会　
　11月3日㈷　10時～16時
○ＮＨＫラジオ公開番組収録　
　11月5日㈯　13時30分～16時
○市民文化祭　洋舞会　
　11月6日㈰　10時～16時
○市民文化祭月間事業　警察音楽隊演奏会
　11月23日㈷　14時～15時30分

いぶき館� ☎（82）1123
○市民文化祭　
　11月4日㈮9時～6日㈰16時
○ネッコワーク展示会
　11月19日㈯9時～20日㈰17時
○コーラスフェスタinかとり
　11月20日㈰　13時～16時
○石毛英夫絵画展・向後寛治写真展
　11月22日㈫9時～27日㈰22時
○ピアノ発表会
　11月23日㈷　13時～16時

佐原中央図書館� ☎（55）1343
小見川図書館� ☎（80）0511
佐原 �えほんのじかん
　11月6日㈰・13日㈰・20日㈰・27日㈰
　14時～　4歳以上対象
佐原 �わくわくおはなしかい
　11月12日㈯　13時30分～　乳幼児から
　大人まで
　ボランティアグループ“絵本と語りの会”
　による昔話の語り・絵本の読み聞かせ
小見川 �古雑誌のリサイクル
　11月13日㈰　9時15分～　
小見川 �えほんのじかん
　11月19日㈯　11時～　幼児から大人まで
◇今月の休館日
　�11月4日㈮・7日㈪・14日㈪・21日㈪・
24日㈭・28日㈪・29日㈫（佐原中央図
書館のみ）・30日㈬（小見川図書館のみ）
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