
募 集

特別支援教育支援員
臨時職員

■職種　特別支援教育支援員
◇業務内容　障害などを抱えた児童
の学校生活におけるサポート
◇採用予定日　10月中旬
◇勤務場所　市内小学校
◇勤務時間　8時30分～14時45分
（学校休業日を除く）
◇賃金　時給900円
■募集数　1人
■選考方法　面接試験
9月30日㈪までに履歴書を持参し

学校教育課 ☎(50)1239

お知らせ

水郷佐原水生植物園
臨時休業

　水郷佐原水生植物園では、平成
25年度から平成28年度までの4年間
の予定で、年間を通じて楽しめる施
設にするための再整備事業を実施し
ます。
　この事業に伴い、本年度は施設の
解体および一部造園工事を行い、工
事期間中の安全確保のため、下記の
期間、臨時休業します。
■休業期間　10月1日㈫～平成26
年3月末
※平成26年4月から営業再開予定
水郷佐原水生植物園 ☎(56)0411

原子爆弾被爆者へ見舞金

　市では原子爆弾被爆者に見舞金を
贈ります。昨年度の申請者には、申
請書を送付してありますが、新たに該
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当する人は問い合わせください。
■申請に必要なもの
原子爆弾被爆者手帳、印鑑、本人名
義の銀行口座
社会福祉課 ☎(50)1209

男女共同参画合同講演会
「いつやるの？今でしょ！地域で子育て応援隊」
■日時　9月21日㈯　13時30分～
15時40分（受付13時～）
■場所　志津コミュニティセンター大
ホール（佐倉市井野794-1）
■内容
第1部　基調講演
◇演題：イクジイプロジェクトリーダー
が語る「地域の子育て・孫育て」
◇講師：村上誠氏
第2部　パネルディスカッション
◇テーマ：地域の子育て環境づくりに
向け私たちができること
◇パネリスト（事例発表者）：小網幸雄
氏、中川加奈子氏、岡島由夏氏
■定員　150人（先着順）
※託児有り（先着10人）
■参加費　無料
9月18日㈬までに氏名・住所・電

話番号・申し込み人数を、電話または
メールで千葉県男女共同参画センター
kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp

☎043(252)8036

専業主婦(夫)の年金が
改正されました

　夫が会社を退職した場合や妻自身
の年収が増えたときなどは、手続き（3
号被保険者から1号被保険者への変
更届）をして、保険料を納めなくてはな
りませんが、この手続きが2年以上遅
れたことがある人は、2年以上前の保
険料を納付することができないため、
保険料の「未納期間」が発生します。
　平成25年7月1日から専業主婦の
年金が改正され、手続きをすれば「未

納期間」を「受給資格期間」に算入でき
るようになりました。
　主婦年金からの切り替えの手続き
が2年以上遅れたことがある人は、今
すぐ手続きをしてください。
国民年金保険料専用ダイヤル

☎0570（011）050
佐原年金事務所 ☎(54)1442

犬・猫の不妊・去勢手術
費用の一部助成

　犬・猫に不妊・去勢手術を受けさ
せる人に、手術費用の一部を助成し
ています。
■助成額　5,000円（1世帯につき1
頭のみ。応募者多数の場合は抽選）
※不妊・去勢手術と同時にマイクロ
チップを装着する人には、1,000円
の助成があります
■申込　9月20日㈮から26日㈭まで
に、㈳千葉県獣医師会へ所定の往復
はがきで。応募用紙は、㈳千葉県獣
医師会のホームページまたは、同獣
医師会会員の動物病院にあります。
http://www.cpvma.com/pet/

hunin_kyosei.htm
㈳千葉県獣医師会

☎043(232)6980
㈶千葉県動物保護管理協会

☎043(214)7814

災害発生時の心得

むやみに移動を開始せず、落ち着い
た行動を
　大規模な災害に遭遇すると、公共
交通機関が運行を停止し、帰宅が困
難になることが予想されます。
　多くの人が一斉に帰宅を始めると、
火災や建物からの落下物などにより
負傷する恐れがあり危険であるほか、
救助・救急活動の妨げとなります。
■むやみに移動を開始しない
○身の安全を確保し、職場や集客施
設などの安全な場所にとどまろう
○災害用伝言サービスにより、家族
の安否などを確かめよう
○交通情報や被害情報などを入手し
よう
■日ごろから準備しておきたいこと
○携帯ラジオや地図を持ち歩こう
○スニーカーや懐中電灯、手袋、飲
料水や食料などを用意しよう
○家族などと安否確認の方法、集合
場所、帰宅経路の状況を確認してお
こう
香取広域市町村圏事務組合消防本
部警防課情報管理室 ☎(83)0119

一日ハローワークを開設

　職業の相談・紹介、求人の受理、
その他職業安定行政に関する相談を
行います。
■日時　9月26日㈭　10時～15時
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」1階101研修室
佐原公共職業安定所 ☎(55)1132
商工観光課 ☎(50)1212

佐原まちづくりフォーラム

　佐原商工会議所では、佐原地区へ
の更なる集客を目指すため、有識者
を迎え、皆さんとさまざまな視点から
考えるフォーラムを開催します。
■日時　9月18日㈬　15時～16時30分
■場所　佐原商工会議所4階ホール
■内容　「心に残るおもてなし」とは
■出演者　清水愼一氏（立教大学観
光学部特任教授）、松本栄文氏（佐原
茶寮花冠司厨長）、桑野和泉氏（湯布
院温泉観光協会会長）
■参加費　無料（申し込み不要）
佐原商工会議所 ☎(54)2244

講座・教室

ファンシーエッグ教室

　卵の殻にビーズや金属・シールな
どでかわいらしい装飾品を作ります。
■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　10月22日㈫、11月19日㈫、
12月17日㈫、平成26年1月21日㈫、
2月18日㈫　13時30分～15時30分
■場所　栗源保健センターほか
■定員　15人
■費用　9,200円
9月17日㈫から30日㈪までに生涯

学習課栗源担当 ☎(75)2171

県立佐原病院健康教室

■日時　9月19日㈭　17時～　
■場所　県立佐原病院1階多目的
ホール
■内容　難聴について
■講師　県立佐原病院耳鼻咽喉科　
医長　石原靖章氏
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院 ☎(54)1231

催 し

「空の日」フェスティバル
2013

　「空の日」「空の旬間」にちなみ、成
田空港や航空科学博物館でイベント
を開催します。
成田空港イベント
■日時　9月22日㈰　10時30分～
16時40分
■場所　成田空港第2旅客ターミナ
ルビル前中央広場
■内容　地元団体などによるステー
ジイベント、子ども向けキャラクター
ショー、特別ゲスト、お楽しみ抽選会
成田国際空港㈱☎0476(34)5404
航空科学博物館イベント
■日時　9月22日㈰ 　10時～17時
■場所　航空科学博物館（入館無料）
■内容　ブーメラン製作教室、ご当
地キャラクター館内巡回、地元物産
販売
航空科学博物館 ☎0479(78)0557

　4haに400万本のコスモスが広が
ります。期間中は、コスモスの摘み
取り（無料）や、一番人気のイチジク
をはじめ朝採り野菜、米、餅の加工
品などの販売を行います。
■日時　9月15日㈰～10月14日㈷
　9時～16時
■場所　与田浦十二町歩（ＪＲ鹿島線
十二橋駅そば）
■入園料　無料（車椅子での入場可）
■イベント
◇新米こしひかりプレゼント（各日先
着250人）…9月15日㈰・16日㈷
◇新島小学校児童によるおらんだ楽

隊演奏…9月15日㈰　10時～11時
◇餅つき大会…9月15日㈰・16日㈷
　11時～正午
ＮＰＯ法人香取市与田浦を考える会
☎(56)3737 ☎090(2336)2285

与田浦コスモスまつり
400万本のコスモス畑

…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…2日㈬　13時～13時30分　（平成
25年6月生）
小見川…9日㈬　13時～13時30分　（平
成25年5～6月生）
■10カ月児健診
佐原…23日㈬　13時～13時30分　（平成
24年11月生）
■1歳6カ月児健診
小見川…1日㈫　12時30分～12時45分　
（平成24年2～3月生）
佐原…16日㈬　13時～13時30分　（平成
24年3月生）
■2歳児歯科健診
小見川…11日㈮　12時30分～12時45分　
（平成23年4～5月生）
■3歳児健診
佐原…15日㈫　13時～13時15分（平成22
年4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…18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。
佐原…2日㈬、山田…3日㈭、栗源…4日㈮、
小見川…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
山田…山田支所
栗源…栗源保健センター
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（10月）道の駅水の郷さわら
「秋の大収穫祭」

　実りの秋を祝い「秋の大収穫祭」を
開催します。
　新米試食や野菜の詰め放題、ガラ
ポン抽選会など楽しい企画が盛りだ
くさんです。
■日時　9月28日㈯・29日㈰　9時
～16時
■場所　道の駅水の郷さわら
■内容　新米試食、野菜の詰め放題、
米のすくい取り、サツマイモスティッ
ク・フリフリポップコーン・フランクフ
ルトの販売、花・フルーツ即売、ガラ
ポン抽選会など
道の駅水の郷さわら出荷者協議会

事務局 ☎(52)1138

小見川出前寄席

■日時　10月19日㈯　14時～
■場所　よろず亭（小見川駅前通り）
■前売り券　1,200円
■出演者
◇前座　三遊亭ございます
◇二ツ目　三遊亭歌

か

扇
せん

◇色物　とんぼ・まさみ
◇真打　柳家小

こ

袁
えん

治
じ

9月19日㈭から香取市商工会
☎(82)3307

なかよし動物
フェスティバル

■日時　9月22日㈰　10時～15時
■場所　千葉県動物愛護センター
（富里市御料709-1）
■内容　動物愛護教室、乗馬体験、
チーバくんと写真撮影、動物ちぎり
絵をやってみよう、動物愛護紙芝居、
地元特産品販売など
千葉県動物愛護センター

☎0476(93)5711

子ども会
オータムファミリーコンサート
　銚子商業高等学校と山田中学校吹
奏楽部による音楽鑑賞会です。どな
たでも入場できますので、家族みん

なで休日のひとときを素敵な音楽で
お過ごしください。
■日時　9月29日㈰　14時～16時
　開場13時30分
■場所　山田公民館ホール
■入場料　無料
香取市子ども会育成連合会（生涯

学習課内） ☎(50)1224

みずほふれあいセンター
まつり

■日時　10月5日㈯・6日㈰　9時30
分～15時（雨天実施）
■場所　みずほふれあいセンター
■内容
◇5日…手編み物・書道・いけばな・
ちぎり絵・押し花教室の皆さんの作
品展示、手編み物などの体験コーナー
（先着順で毛糸たわしなどをプレゼン
ト）や古本市、そば打ち名人による手
打ちそばの限定販売
◇6日…展示発表、カラオケ、フラダ
ンス教室の受講生とサークルの皆さ
んによる舞台発表
※駐車場が狭いため乗り合わせか、
自転車・徒歩で来場ください
みずほふれあいセンター

☎(54)6963

香取圏域ふれあいまつり

　障がいのある人たちと地域の皆さ
んとの交流会を行います。
■日時　10月5日㈯　10時30分～
16時30分
■場所　東庄町公民館（東庄町笹川
い4713-11）
ＮＰＯ法人香取の地域福祉を考える
会 ☎(52)3888
中核地域生活支援センター香取ネット
ワーク ☎(50)2800

コーラスフェスタｉｎさわら

　地元のコーラスグループ6団体、
100人が集まり、合唱祭を開催します。
　伊能忠敬讃歌「確かな一歩」など各
団独自のハーモニーをお楽しみくださ
い。
■日時　10月6日㈰　14時～　開
場13時30分
■場所　佐原文化会館
■入場料　無料
■出演　芦笛、アミーナ、佐原グリー
ンハーモニー、佐原混声合唱団、房
州の会コーラ・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

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 9月24日㈫（予約日 9月17日㈫）
市役所 10月9日㈬（予約日 10月2日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　 9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
　 10月21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）
　9月17日㈫、10月1日㈫・15日㈫
　10時～15時
　市民活動推進課 ☎（54）1138
●交通事故相談（要予約）
　10月8日㈫　10時～15時
　環境安全課 ☎（50）1248
●心配ごと相談
　10月3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）
　10月1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）
　9月18日㈬、10月9日㈬・23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）
　 10月7日㈪・28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〉

県内初 最新型128ch受信ＭＲＩ導入 精密検査

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[11月末まで］
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。☎55-8001

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）

22日㈰
16日㈷

23日㈷

9月15日㈰ 石橋医院 布施外科医院

榊原医院
坂本医院
馬場医院 ☎(82)2730

☎(52)2820
☎(52)3381

☎(82)2203

☎(54)3390
☎(54)2823
☎(82)3181
☎(52)4580

佐原泌尿器クリニック
根本医院
本多病院

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。

29日㈰ 越川クリニック 日新外科胃腸科医院☎(55)8030 ☎(54)5977
10月6日㈰ 島崎医院 あいざわクリニック☎(55)1221 ☎(55)8001
13日㈰ みやうちクリニック 佐原泌尿器クリニック☎(70)8808 ☎(54)3390
14日㈷ 山野病院 布施外科医院☎(55)1225 ☎(52)4580
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