
募 集

幼稚園臨時職員
（産休･育休などの代替職員）
■職種　幼稚園教諭
◇資格　幼稚園教諭の免許状取得者
で、心身ともに健康な人
◇雇用期間　9月中旬～平成26年3月
下旬（更新により1年程度の期間延長あり）
◇勤務時間　8時～16時45分
◇勤務場所　市内公立幼稚園
◇賃金　時給1,000円
■募集数　1人
■選考　面接試験
8月16日㈮までに履歴書と免許状の

写しを持参し学校教育課 ☎(50)1239

幼児教室ボランティア

　夏休み期間中、2～4歳のお子さん
が集まる幼児教室で、流しそうめん
や夏祭りのお手伝いをしてくれる人を
募集します。
■対象　小学3年生～高校生
■日時
◇幼児教室　8月7日㈬・14日㈬・21
日㈬・28日㈬　9時～正午
◇前日準備　8月6日㈫・13日㈫・20
日㈫・27日㈫　13時30分～16時
■場所　山田児童館
■募集数　10人程度（1日だけの参加
も可）
山田児童館 ☎(78)1050

社会福祉協議会
介護職員（非常勤）

■対象　65歳未満の人
■職種など
介護支援専門員
◇業務内容　介護サービス計画の策
定・相談業務など
◇勤務日時　月～金曜日　8時30分
～17時15分
◇勤務場所　社会福祉協議会小見川
支所（小見川福祉センターさくら館）
訪問入浴オペレーター（要普通自動
車免許）
◇業務内容　訪問入浴車の運転と3
人1組での入浴介助業務
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◇勤務日時　週2～3日程度（9時～
16時のうち2～4時間程度）
◇勤務場所　社会福祉協議会小見川
支所（小見川福祉センターさくら館）
ホームヘルパー
◇業務内容　利用者の自宅で実施す
る身体介護・生活援助
◇勤務日時　月～土曜日 （時間は応
相談）
◇勤務場所　社会福祉協議会本所・
社会福祉協議会小見川支所（小見川
福祉センターさくら館）
※待遇などは、問い合わせください
社会福祉協議会本所 ☎(54)4410

社会福祉協議会小見川支所
☎(80)1383

わが家の犬・猫
写真コンクール作品

　優秀作品15点を9月に行われる動
物愛護週間イベント会場に展示し、
表彰式を行います。また、優秀作品
の中から数点を機関紙に掲載します。
■応募作品　飼育している犬・猫の
写真（3枚まで）に、しつけなど適正飼
育のコメント（400字原稿用紙1枚以
内）を添えたものを対象とします。写
真サイズはＬ判とし、すべての写真の
裏面に住所・氏名・電話番号を記入
してください。
※応募作品は原則としてお返しできま
せん
■応募資格　県内在住者（プロ・アマ・
年齢不問）
8月31日㈯（必着）までに〒260-

0001 千葉市中央区都町463-3　㈶
千葉県動物保護管理協会

☎043（214）7814

お知らせ

甲種防火管理者
資格取得講習会

■日時　8月22日㈭　10時～16時50
分、23日㈮　9時50分～15時40分
※2日間の講習が必要
■場所　いいおかユートピアセンター
（旭市横根1365-25）
■定員　150人（先着順）
■受講料　6,000円

■受付期間　7月22日㈪・23日㈫
■申込　組合管内消防署（所）で配
布する申込書に記入し、㈳千葉県消
防設備協会（千葉市中央区仁戸名町
666-2 消防会館内）へ持参またはファ
クス
☎043(268)6033 043(268)7129
香取広域市町村圏事務組合消防本
部予防課 ☎(83)2245

中小企業退職金共済制度

　中小企業退職金共済制度は、中小
企業で働く従業員のための外部積立
型の国の退職金制度です。
　掛金助成や掛金の非課税など有利
な特典があり、安全、確実です。
　加入したい事業所は、問い合わせ
ください。
中小企業退職金共済事業本部　

☎03(6907)1234

講座・教室

日本文化体験
身近にお茶を楽しむ会

　お茶席での作法を気軽に学び、お
茶を身近に感じてみませんか。
■日時　7月28日㈰　13時30分～、
14時～、15時～、15時30分～
※正午からお茶券配布
■場所　佐原町並み交流館1階多目的
ホール
■参加費　無料
■定員　各回15人（先着順）
国際交流協会事務局（市民活動推

進課内） ☎(50)1261
国際交流協会　川上（当日連絡先）

☎090(5818)9325

体験講座「ザリガニ釣り」

　ザリガニ釣りを通して自然に親し
み、外来生物を考えてみませんか。
■日時　7月28日㈰、8月11日㈰　
10時～、13時30分～

■場所　県立中央博物館大利根分館
■参加費　無料
■定員　各回20人（当日先着順）
※未就学児は保護者同伴
県立中央博物館大利根分館

☎（56）0101

応急手当救命講習会

■日時　8月11日㈰　9時～正午（毎
月第2日曜日）
■場所　小見川消防署
■定員　20人（先着順）
※3時間の講習会受講者には「普通救
命講習Ⅰ修了証」を交付
開催月第1日曜日の17時までに次へ
小見川消防署 ☎（83）0119
佐原消防署  ☎（52）4111

市民公開講座
ＰＭ2.5とタバコの害について
■日時　8月21日㈬ 14時30分～16時
■場所　幕張メッセ国際会議場2階
国際会議室（ＪＲ京葉線海浜幕張駅か
ら徒歩10分）
■講演　測ってみてわかったＰＭ2.5と
タバコの害
◇講師　大和浩氏（産業生態科学研
究所教授）
■特別講演　喫煙・受動喫煙の有害
性が理解されないのはなぜか
◇講師　松村弘康氏（中央内科クリ
ニック院長）
■定員　300人
■参加費　無料
関連イベント　肺年齢測定体験会
■対象　18歳以上の人
■定員　100人（先着順、要事前申込）
8月12日㈪までに、住所、氏名、

電話番号、参加人数、肺年齢測定体
験の希望の有無を、はがき、電話、ファ
クスまたはメールで〒260-8667 千
葉県健康づくり支援課
☎043(223)2660 043(225)0322

kenpro@mz.pref.chiba.lg.jp

県立佐原病院健康教室

■日時　7月25日㈭　14時～　
■場所　県立佐原病院1階多目的
ホール
■内容　食物アレルギーの誤解あれこれ
■講師　県立佐原病院小児科部長　
松山剛
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院 ☎(54)1231

広告募集中！

広報かとりに広告を載せませんか 
　広報かとりは、信頼性が高く、市内で最も読ま
れている媒体です。
　香取市内はもちろん、市のホームページにリン
クしているので、幅広い情報発信ができます。会
社や店舗・仕事のPRなどに最適です。
問い合わせ　秘書広報課　電話（50）1204

〈広告〉
医療法人社団　寿光会　栗源病院

内科・皮膚科・リハビリ科
香取市助沢832-1　☎0478-70-5121
★2月より毎週金曜日に整形外科の診察を始めました。
　交通事故後、骨折後のリハビリのご相談承っております。

★女性医師による皮膚科外来を始めました。
　一度ご来院いただけますと次回から電話　
予約が可能です。
（皮膚科外来）火曜日14時～16時半、
　　　　　　第3土曜日9時～11時半
★肩こりでお悩みの方！ 毎週金曜日に肩こり
外来を行っています。

…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
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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…7日㈬　13時～13時30分　（平成
25年4月生）
小見川…21日㈬　13時～13時30分　（平
成25年3～4月生）
■10カ月児健診
佐原…28日㈬　13時～13時30分　（平成
24年9月生）
■1歳6カ月児健診
小見川…6日㈫　12時30分～12時45分　
（平成23年12月～平成24年1月生）
■2歳児歯科健診
小見川…9日㈮　12時30分～12時45分　
（平成23年2月～3月生）
■3歳児健診
佐原…20日㈫　13時～13時15分（平成22
年2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
■四種混合予防接種
■三種混合予防接種
■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
■二種混合予防接種
■ヒブワクチン予防接種
■小児用肺炎球菌予防接種
■子宮頸がん予防接種

各種教室・相談
■離乳食教室(要申込)
佐原…23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・聞こえ」「運
動発達」など、乳幼児期の発達上の、心配
ご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測定などを行い
ます。
小見川…5日㈪、佐原…7日㈬　9時30分
～10時

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。
健康づくり課 ☎（50）1235

親子と成人の保健（8月）催 し

絵本の読み聞かせ

　「語るべぇ栗源」の皆さんが心地よ
い物語の世界へ案内します。また、
バルンアートの体験もできます。
■対象　幼児、小学生
■日時　7月20日㈯　
13時～
■場所　栗源小学校けやきの部屋
■参加費　無料
生涯学習課栗源担当 ☎(75)2171

夏の星空観察会

　天体望遠鏡を使って、夏の星座を
観察します。
■日時　8月3日㈯　17時～20時30
分　受付16時30分～
■集合場所　東庄県民の森管理事務所
■内容　森のコンサート、星の勉強
会・観察会・撮影会
■講師　君津天文同好会
■定員　30人（先着順）
※小学生以下は、親子同伴
■参加費　200円（親子参加の場合、
1組200円）
■持物　デジタルカメラ、夕食用軽
食、飲み物、上着、タオル、虫よけ
電話で県立東庄県民の森管理事務

所 ☎（87）0393

たこ揚げ大会

　夏空高くたこを揚げ、空と一体に
なる楽しみに触れてみませんか。事
前の申し込みは不要です。
■日時　7月28日㈰　8時30分～14
時50分（雨天中止）
■場所　佐原河川敷緑地
■参加費　無料
■その他　自作たこ持参可、表彰あり
※小学生以下には、たこをプレゼント
（先着200人）
銚子総の会事務局　西ノ宮

☎080(3408)3642

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
■日時　8月18日㈰　8時～
■場所　県総合スポーツセンター東
総運動場
■種目　男子・女子ダブルス
■参加費　1組2,000円　当日徴収
（保険料込）
8月3日㈯8時45分から電話または

直接、東総運動場管理事務所
☎0479(68)1061

パイロットのおはなし

　航空機の運航において重要な役割
を果たしているパイロットの講演会で
す。業務内容のみならずパイロットな
らではのさまざまな体験談などをお話
しします。
■日時　7月28日㈰　13時～
■場所　航空科学博物館1階多目的
ホール
■参加費　入館料のみ
航空科学博物館
 ☎0479(78)0557

無料相談

子どもの人権相談

　悩んでいませんか。いじめ・体罰・
不登校・友達関係。人権擁護委員と
法務局職員が相談に乗ります。秘密
は堅く守ります。
■日時　8月2日㈮　14時～16時
■場所　佐原中央公民館2階第1研
修室
千葉地方法務局香取支局

☎(52)3391

無料債務相談

　千葉財務事務所では、返しきれな
い借金で悩んでいる人を対象に、無
料の債務相談窓口を開設しています。
専門相談員が相談を受け、必要に応
じ法律の専門家に引き継ぎを行って
います。
■日時　月～金曜日（祝日を除く）　
8時30分～正午、13時～16時30分
千葉財務事務所債務相談窓口

☎043(251)7830

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
市民対象 9時30分～14時 予約は市民活
動推進課（先着10人） ☎（54）1138

小見川支所 7月23日㈫（予約日 7月16日㈫）
市役所 8月7日㈬（予約日 7月31日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　 7月19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
　 8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）
　7月16日㈫、8月6日㈫・20日㈫
　10時～15時
　市民活動推進課 ☎（54）1138
●交通事故相談（要予約）
　8月13日㈫　10時～15時
　環境安全課 ☎（50）1248
●心配ごと相談
　8月1日㈭　10時～15時
　社会福祉協議会本所 ☎（54）4410
●農業制度資金定期相談窓口
　（市役所7階701会議室）
　8月6日㈫　9時30分～16時30分
　㈱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）
　7月31日㈬、8月6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）
　 7月22日㈪・8月12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

身近な相談室

〈広告〉

住民健診  日曜･祝日も無料予約受付中 ☎55-8001

あいざわクリニック
頭痛・めまい・しびれ・脳ドック・健康診断

脳ドック 29,900円［期間限定］
香取市助成対象（国保40歳以上）の方は
脳ドック9,900円になります(8/4まで)

当番医が変更になる場合もありますので受診前に電話でご確認ください。
☎（83）0800（自動音声でお知らせします）

21日㈰
28日㈰

7月15日㈷ 島崎医院 あいざわクリニック

山野病院
越川医院 ☎(52)5202

☎(55)1225

☎(55)1221

☎(52)4580
☎(52)3131
☎(55)8001

布施外科医院
宇井整形外科

月日 外科内科
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。

8月4日㈰ みやうちクリニック 本多病院☎(70)8808 ☎(82)3181
11日㈰ 石井内科医院 根本医院☎(55)1414 ☎(54)2823
18日㈰ 飯島ペインクリニック 佐原泌尿器クリニック☎(55)0300 ☎(54)3390
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