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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  23,200円

肺炎球菌予防接種

脳ドック 43,200円

あいざわクリニック 予約受付☎55-8001
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

暮らしの情報
2016.DecemberInformation

広報紙を読むには　

01491228催 し
香取市バドミントン
小見川大会
■対象　市内在住・在勤・在学のス
ポーツ傷害保険加入者
■日時　1月29日㈰　9時～
■場所　小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター、
小見川スポーツ・コミュニティセンター
■種目　男子ダブルス・女子ダブルス
（上級、中級、初級）
■参加費　1チーム　一般2,500円、
高校生2,000円
平成29年1月6日㈮から13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

佐原・町並み・お正月

　小野川周辺や香取街道沿いを、オ
リジナルお正月飾りで飾り付けします。
■期間　12月28日㈬～平成29年1
月15日㈰
寿獅子舞
■期日　平成29年1月8日㈰
■場所　佐原町並み交流館
佐原おかみさん会
� ☎080（5455）7577

新春大利根ウオーク

■日時　1月5日㈭
佐原駅→銚子市役所（自由歩行43㎞）
◇受付時間　6時～8時10分

…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
国民健康保険
レセプト点検員
■対象　医療事務資格および実務経
験のある人
■募集数　１人
■雇用期間　平成29年4月1日～平
成30年3月31日（更新可）
■勤務日時　平日の9時～16時
■勤務地　市役所
■賃金　時給980円
■選考　書類選考・面接
■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
1月13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

2911お知らせ
通行の妨げとなる樹木は
適切な管理を
　次のような樹木の所有者は、伐
採などの適切な管理をお願いします。
　また、高所作業の際は自身と通行
者の安全に十分注意してください。
◇車道・歩道などに枝木が張り出し

ている
◇倒木や竹木の繁茂による通行障害
がある
※車道や歩道の一部に樹木の張り出
しがあり、車両や歩行者に事故が発
生した場合、所有者が責任を問われ
ることがあります
香取土木事務所　� ☎（52）5193
土木課� ☎（50）1215

始めませんか？
光ブロードバンドサービス
　香取市では、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。
光ブロードバンドサービスは、自宅と
ＮＴＴ収容局との距離に関係なく高速
でインターネットを利用することがで
きるサービスです。
　このサービスにより、市が運営す
る一部の公共施設の予約や図書館の
本の予約も便利になっています。
NTT東日本　�☎0120（116）116
総務課� ☎（50）1202

広がれ、こども食堂の輪！
inちば
■対象　千葉県民
■日時　1月15日㈰　10時～16時
■場所　千葉市文化センター（千葉
市中央区2-5-1）
■内容　子ども食堂に関する講演・

パネルディスカッション、子どもの支
援活動者によるリレートークなど
■定員　500人
■参加費　無料
1月10日㈫までにはがき、ファクス、

メールに氏名・電話番号を記載し「広
がれ、こども食堂の輪！inちば」実行委
員会事務局 〒260-8508 千葉市中
央区千葉港4-3� ☎043（245）1102
� 043（244）5201
� nieba@chibakenshakyo.com

講座・教室
県立水郷小見川少年自然の家
体験教室
味噌作りに挑戦
　昔ながらの味噌作り（5㎏）に挑戦。
■日時　1月22日㈰　13時20分～16時
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■定員　20組
■参加費　1組3,200円
■持物　エプロン、三角巾、上履き、樽

たる

12月22日㈭の9時から県立水郷
小見川少年自然の家� ☎（82）1343
そば打ち教室
　2回に分けて、8人前のそばを打ちます。
■日時　1月29日㈰　9時30分～14時
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■定員　25組
■参加費　1組2,700円
■持物　エプロン、三角巾、上履き、
持ち帰り用容器
12月25日㈰の9時から県立水郷

小見川少年自然の家� ☎（82）1343

香取神宮周辺で交通規制
　年末年始は、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。
■規制日時
12月31日㈯22時～1月1日㈷17時
2日㉁・3日㈫　9時～17時

　「広報かとり」は、新聞折り込みで各世帯
に配布しているほか、下記の方法で入手する
ことができます。

手に取って読みたい人
　次の施設・店舗などに設置しています。
■広報かとり設置場所（87カ所）
　市内の公共施設・JR駅舎・金融機関・郵
便局・コンビニエンスストア・道の駅

パソコン・スマートフォンなどで読みたい人
　ホームページに電
子ブック版・PDF版
を掲載しているほか、
アプリでも配信して
います。

■広報かとりWeb版
　トップページから「広報かとり最新号」へ
■無料アプリ「ActiBook（アクティブック）」
　電子ブック版の紙面から広報動画カトリミ
ンナ（YouTube）も見られます。
■無料アプリ「マチイロ」
　発行日にPDF版を配信するほか、市ホーム
ページの新着情報お知らせ機能もあります。

問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

シャトルバスを運行
　ＪＲ香取駅と香取神宮間を運行
します。
■運行日時
1月1日㈷　8時～16時
2日㉁・3日㈫　9時～16時

問秘書広報課　�☎（50）1204
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小江戸サミット2016佐原大会

　歴史的町並みなどの共通点を持つ小江戸三市（川越市・栃木市）は、
毎年サミットを開催し交流を続けています。
　今年は本市で、小江戸三市による日本遺産登録を目指すことを
テーマとした記念講演と交流会を開催します。
■日時　平成29年2月19日㈰　14時～　■場所　与倉屋大土蔵
■定員　30人（応募多数の場合は抽選）　 ■参加費　無料
■申込　はがきに住所・氏名・年齢・電話番号を記入し、〒287-8501
商工観光課まで（1月20日㈮必着）� ※申し込み結果は別途通知します

問商工観光課　☎（50）1212

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…11日㈬　13時～13時30分
　（平成28年9月生）

■10カ月児健診
小見川…18日㈬　13時～13時30分

　（平成28年2・3月生）
佐原…31日㈫　13時～13時30分
　（平成28年2月生）

■1歳6カ月児健診
佐原…25日㈬　13時～13時30分
　（平成27年6月生）

■2歳6カ月児歯科健診
佐原…13日㈮　13時～13時15分
　（平成26年7・8月生）

■3歳6カ月児健診
小見川…10日㈫　12時30分～12時45分
　　　　（平成25年6・7月生）
佐原…24日㈫　13時～13時15分　
　（平成25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
■B型肝炎予防接種
■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…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。

◇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
◇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

県立東庄県民の森
森の林業体験
■対象　小学生以上
■日時　1月28日㈯�　9時30分～正午
受付9時～
■場所　県立東庄県民の森
■内容　樹木の伐採体験と木を使っ
たクラフト作り
■定員　15人程度（先着順）
■参加費　300円（保険代含む）
■持物　汚れても良い服装、長靴、
軍手、飲み物
県立東庄県民の森� ☎（87）0393

東総運動場
つばき杯ビギナーズテニス大会
■対象　県内在住・在勤・在学の硬
式テニス初心者（高校生で硬式テニス
部員は1年生のみ）
■日時　1月29日㈰　8時～17時
■場所　千葉県総合スポーツセン
ター東総運動場（旭市清和乙621）
■種目　男子ダブルス・女子ダブルス
■定員　32～40組
■参加費　1組2,000円
1月7日㈯からファクス、メールまた

は直接、千葉県総合スポーツセンター
東総運動場（ファクス、メールは13時
から受け付け）� ☎0479（68）1061

0479（68）1063
tousou@cue-net.or.jp

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

0470557HAPPYバレンタインin奄美大島
　成田空港圏の交流イベントです。
■対象　下記に該当する20歳から
45歳くらいまでの独身者
男性…香取市・成田市・富里市・山
武市・栄町・神崎町・芝山町・横芝
光町・多古町の在勤・在住者
女性…上記9市町の在勤・在住者ま
たは在住希望者
■期日　平成29年2月18日㈯・19日㈰
■定員　男女各20人（先着順）
■参加費　男性44,800円、女性39,800円
成田国際空港圏交流イベント実行

委員会事務局� ☎0479（76）5409
� kuukou@town.tako.chiba.jp

市役所ロビーコンサート

■日時　12月21日㈬　12時15分～12時45分
■場所　市役所１階ロビー
■出演　菅井国夫（シタール）
■入場料　無料
生涯学習課 　☎（50）1224

無料相談

障害年金の無料個別相談会

■対象　障害のある人とその家族
■日時　12月20日、平成29年1月
17日、2月21日（毎月第3火曜日）
13時30分～16時30分
■場所　成田商工会議所（成田市花崎町736-62）
■定員　10人程度
NPO法人みんなでサポートちば

☎070（1541）7661

市民相談
閉庁日を除く毎日	 8時30分〜16時30分
市民協働課� ☎（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）
市民協働課	 ☎（54）1138
小見川支所�12月27日㈫（予約日�12月20日㈫）
市役所� 1月11日㈬（予約日�1月4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
市民協働課� ☎（54）1138
1月20日㈮　13時30分～15時30分

　市民協働課� ☎（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20日㈫、1月5日㈭　13時30分～16時
市民協働課� ☎（54）1138

●交通事故相談（要予約）
1月10日㈫　10時～15時
環境安全課� ☎（50）1248

●心配ごと相談
1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� 8時30分～17時15分
香取自立支援相談センター� ☎（79）0516

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）　
1月5日㈭・18日㈬、2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）
12月26日㈪、1月23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

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 0.08
府馬小学校 0.06 0.06
新島中学校 0.05 0.05
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、開庁日の火・木曜
日に実施し、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。

問い合わせ　環境安全課� ☎（50）1248

年末年始の
各種申請・手続き

　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。
市役所� ☎（54）1111
小見川支所� ☎（82）1111
山田支所� ☎（78）2111
栗源支所� ☎（75）2111
　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

（24時間対応、相談料・通話料は無料）

　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。受診
の際は必ず保険証をお持ちください。
　健康・医療相談も受け付けしてい
ますのでお気軽に電話ください。

子ども急病電話相談
#8000

（毎日、夜間の19時から22時）
※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。
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