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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
■募集数　5人
■期間　平成26年1月15日㈬～3月
19日㈬　9時～17時
■勤務地　市役所、小見川支所（小
見川支所は2月17日㈪～3月17日㈪）
■業務内容　課税資料の収受・仕分
け・整理
■賃金　時給830円
■申込　11月18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

お知らせ
子宮頸がん検診時は臨時
駐車場を利用ください

　下記の日程で予定している子宮頸
がん検診は、駐車場の全部または一
部の利用ができないため、臨時駐車
場を設置します。駐車スペースに限
りがありますので、乗り合わせなどご
協力ください。
■検診日・場所
11月9日㈯　小見川保健センター
臨時駐車場　旧小見川文化会館敷地
内駐車場、旧千葉交通駐車場跡地
※小見川市民センター「いぶき館」駐
車場は、おみがわYOSAKOIふるさと
まつり会場準備のため利用できません
11月12日㈫　栗源保健センター
臨時駐車場　香取商工会栗源支部
前、栗源郵便局裏
※栗源支所駐車場は、栗源支所改修
工事のため一部利用できません
健康づくり課 ☎(50)1235

11月は労働保険適用
促進強化月間

　労働保険は、労災保険と雇用保険
の総称です。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

働保険徴収法により労働保険に加入
手続きをしなければならないことに
なっています。
　未手続事業場の事業主は、労働者
が安心して働くことができるよう加入
手続きをしてください。
千葉労働局労働保険徴収課

☎043(221)4317

献血にご協力を
お願いします

■場所・日時
山田ふれあいまつり会場（山田支所
市民広場）
◇11月3日㈷　 9時45分～11時45
分、13時～15時
小見川保健センター
◇11月25日㈪　10時～11時45分、
13時～16時
健康づくり課 ☎(50)1235

個人事業税
第2期は12月2日までに納付を
　個人事業税の第2期分の納期限は
12月2日㈪です。納税通知書は11月
中旬に送付しますので、お早めに最寄
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を利
用すると便利です。
香取県税事務所 ☎(54)1314

新生児紙オムツ代の助成

■対象　市内在住で、平成24年11
月1日から平成25年10月31日に生
まれた子の親
■必要書類
◇子ども医療費助成受給券の写し
◇世帯全員が記載された住民票（発
行から3カ月以内のもの）
■交付金額　5,000円（見込）
■申込　11月29日㈮までに社会福祉
協議会本所・各支所にある申込用紙
に記入し、必要書類を添付して提出
社会福祉協議会本所 ☎(54)4405

小見川支所 ☎(83)7071
山田支所 ☎(78)1056
栗源支所 ☎(75)2118

犯罪被害者週間
「千葉県民のつどい」

　犯罪被害者の実情や被害者支援の
重要性を考えるため、基調講演、パ
ネルディスカッションを開催します。

■日時　11月26日㈫　13時～16時
30分
■場所　千葉市民会館小ホール（千
葉市中央区要町1-1）
■参加費　無料
千葉県環境生活部生活・交通安全

課 ☎043(223)2333

動物愛護センター
動物愛護事業

飼い主探しの会（予約制・無料）
　犬猫のほしい人とあげたい飼い主
さんとの出会いの場です。
■日時　11月10日㈰、12月8日㈰
　9時30分～11時　受付9時～
※犬猫をあげたい人は、受付9時30分～
一般譲渡会（無料）
　センターの成犬・成猫を譲渡します。
■日時　11月21日㈭、12月19日㈭
　13時30分～15時　受付13時～
パピークラス（予約制・無料）
　職員から子犬の飼い方、しつけ方
を学び、模範的飼い主を目指します。
参加者には優先的に子犬を譲ります。
■期日　11月23日㈷、12月21日㈯
犬のしつけ方教室基礎講座（予約制）
■日時　11月10日㈰　13時～14時
30分　受付12時30分～
■定員　20組（先着順、飼い犬は同
伴不可）
■受講料　無料
犬のしつけ方教室実技講座（予約制）
■日時　11月10日㈰　14時～16時
　受付13時30分～
■定員　20組（先着順）
■受講料　3,000円
千葉県動物愛護センター

☎0476(93)5711

講座・教室

太巻き飾り寿司

　切り口のきれいな飾り寿司を作りま
せんか。「さざんか」と「ひょうたん」に
挑戦です。
■対象　小学生とその家族
■日時　11月16日㈯　13時～15時
■場所　山田児童館
■定員　12組
■材料費　700円

■持物　エプロン、三角巾、上履き、
巻きす、海苔（一帖）
山田児童館 ☎(78)1050

ウエストサイズ物語 

■日時・場所
◇11月12日㈫・26日㈫　10時～正
午　香取市民体育館
◇11月8日㈮・22日㈮　10時～正午
　小見川スポーツ・コミュニティセンター
■参加費　無料
■内容 　健康体操、健康ダンス、サー
クルダンスなど（見学自由）
地域文化活動推進センター　松田
☎(56)0784 ☎090(3509)7273

メンズライフ講座「極
きわみきわみ

」
手打ちそば入門

　年末といえばおそば。年越しそば
を打ってみませんか。
■対象　市内在住・在勤の成人男性
■日時　12月13日㈮・20日㈮　9
時30分～正午
■場所　山田公民館1階料理実習室
■内容　手打ちそばの調理・試食（初
心者向け）
■定員　12人（先着順）
■参加費　3,000円（材料費など）
■持物　エプロン・タオル・三角巾
11月8日㈮から17日㈰までに小見

川市民センター「いぶき館」
☎(82)1123

千葉県生涯大学校
公開講座

■日時　11月19日㈫　13時～　開
場12時30分～
■場所　神崎ふれあいプラザ多目的
ホール（神崎町神崎本宿96）
■内容　落語家　山遊亭金太郎師匠
による講話「笑いで癒す人間関係」
■参加費　無料
千葉県生涯大学校東総学園

☎0479(25)2035

催 し

はなうえ祭

　パンジーの苗を植え付けます。参
加者全員に花の苗をプレゼントします。
■日時　11月4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

…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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市民ハイキング

■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　11月17日㈰　8時　山田Ｂ
＆Ｇ海洋センター出発
■場所　長柄ダム（千葉県長柄町）周
遊コース
■定員　70人（先着順）
■参加費　1,300円
11月6日㈬・7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。電話申し込み不可）

☎(78)3204

市民卓球小見川大会

■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　12月1日㈰　9時～
■場所　小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター体
育館
■参加費　300円（保険料など、当
日支払い）
■種目　一般男子・女子シングルス
（男女別個人戦）、小学生の部シン
グルス（男女混合個人戦）
11月19日㈫までに小見川スポー

ツ・コミュニティセンター　☎(83)0101

人形劇と大型紙芝居

■日時　11月9日㈯　13時30分～
■場所　佐原中央公民館3階大会議室
■内容　赤ずきん、ごちゃまぜカメレ
オン
■入場料　無料
「根っこ座」香取地区更生保護女性
会事務局 ☎(52)3510

いぶき結成20周年
記念チャリティ

■日時　11月16日㈯　13時～16時
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」多目的ホール
■内容
◇第1部　式典　13時～13時30分
◇第2部　三波豊和歌謡ショー＆曙太
郎トーク　13時50分～16時
■入場料　前売券3,000円
■出演者　三波豊和（歌手・俳優）、
曙太郎（第64代横綱・プロレスラー）、
日本舞踊大河流寛園会（特別出演）
ＮＰＯいぶき
☎(83)0522　☎090(3095)9146

県立香取特別支援学校
かよう祭

■日時　11月9日㈯　9時50分～14
時15分
■場所　県立香取特別支援学校（神

11月
      1 2
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 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30

 日 月 火 水 木 金 土

崎町大貫383-13）
■内容　小学部舞台発表、中・高等
部作業製品の頒布、児童生徒の作品
展示、遊びコーナー、各種模擬店、
バザーなど
県立香取特別支援学校 ☎(72)2911

大利根旭出福祉園
大利根祭

■日時　11月17日㈰　10時30分～
15時（雨天決行）
■場所　大利根旭出福祉園（岡飯田
792-1）
■内容　鹿島吹奏楽団演奏、各種イ
ベント、バザー、バナナの叩き売り、
各種模擬店、抽選会など
大利根旭出福祉園 ☎(83)1220

棋士と交流
復興支援将棋イベント

■日時　11月10日㈰　13時～16時
30分
■場所　佐原中央公民館3階大会議室
■内容　指導対局、自由対局コー
ナー、お楽しみ抽選会
■参加棋士　真田圭一七段、沼春雄
七段、石井健太郎四段、速水千紗女
流三段、宇治正子女流三段
■参加費　無料
日本将棋連盟佐原支部　黒田

☎(54)2831

無料相談

わが家の耐震相談会

　木造住宅を対象とした耐震につい
て、相談員が住まいの状況に応じて
お答えします。
■日時　11月24日㈰　10時～15時
　受付9時30分～
■場所　佐原中央公民館2階第1研
修室
■内容　個別耐震相談
※耐震相談希望者は、自宅の写真や
図面をお持ちください
■その他　木造住宅の耐震診断、耐
震改修費用の助成があります
11月21日㈭までに直接または電話

で都市整備課 ☎(50)1214

住宅リフォーム相談会

　県では、ちば安心住宅リフォーム
推進協議会と連携して住宅リフォーム
相談会を行います。
■日時　11月24日㈰　10時～15時
　受付9時30分～
■場所　佐原中央公民館2階第1研

修室
■内容　個別リフォーム相談
※リフォーム相談希望者は、自宅の
写真や図面をお持ちください
■その他　相談会では「住宅リフォー
ムガイドブック」などの資料を無料で
差し上げます
■申込　11月21日㈭までに直接ま
たは電話で都市整備課 ☎(50)1214
ちば安心住宅リフォーム推進協議

会事務局（㈳千葉県建築士事務所協
会内） ☎043(224)1640

千葉県農林水産
就業相談会

　農林水産業に就業または農業法人
へ就職を考えている人を対象に情報
提供や個別相談を行います。
■日時　11月23日㈷　10時～15時
■場所　千葉市ビジネス支援セン
ター13階（きぼーる内）（千葉市中央
区中央4-5-1）
■参加費　無料
千葉県担い手支援課

☎043(223)2904

税理士による
税の無料相談

　希望者は、前日までに各税理士事
務所へ予約してください。
◇11月11日㈪　佐原税理士法人　
佐藤公彦（北3-8-6） ☎（52）2511
◇11月25日㈪　田畑武彦税理士事
務所（東庄町笹川い4677-18）
 ☎（86）2880
※現在、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

建築無料相談

■日時　11月16日㈯　10時～15時
■場所　佐原中央公民館
■相談内容　建築に関することならな
んでも
千葉県建築士会香取支部　林

☎（55）1012

労働無料相談

■日時　11月20日㈬　10時～16時
（予約不要）
■場所　連合千葉東総・香取地域協
議会事務所（銚子市勤労コミュニティ
センター内）
■相談内容　解雇、賃下げ、残業代
不払いなど労働問題全般
電話相談
■日時　毎週月～金曜日　9時30分
～17時 0120（154）052
連合千葉東総・香取地域協議会　

飯塚 ☎0479（23）2381

行政書士会による
無料相談

■日時　11月16日㈯　13時～16時
（予約不要）
■場所　旭市青年の家（旭市ニ5127）

■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　寺村

☎0479（63）7813

Event Schedule イベントスケジュール

佐原中央公民館 ☎（55）1151

○和墨会書道展
　11月8日㈮～10日㈰16時

佐原文化会館 ☎（55）1161

○市民文化祭佐原会場　新舞踊会
　11月1日㈮　9時30分～19時
○市民文化祭佐原会場　古典舞踊会
　11月2日㈯　13時～17時
○市民文化祭佐原会場　音楽会
　11月3日㈷　10時30分～18時
○寒水ダンシングファクトリーバレエ発表会
　11月10日㈰　14時～17時30分
○音楽会（ピアノ発表会）
　11月17日㈰　13時～15時30分

いぶき館 ☎（82）1123

○市民文化祭小見川会場　芸能発表会
　11月1日㈮～3日㈷　9時～16時
○年末調整説明会
　11月14日㈭　14時～16時
○いぶき結成20周年記念チャリティ
　11月16日㈯　13時～16時
○小川由紀ピアノ教室ピアノ発表会
　11月17日㈰　10時30分～13時、14時
　30分～17時
○高齢者クラブ連合会カラオケ大会
　11月23日㈷　10時～15時
○ピアノ発表会
　11月24日㈰　10時～17時

山田公民館 ☎（78）4431

○市民文化祭山田会場　芸能発表会
　11月3日㈷　9時～16時

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　11月3日㈷・10日㈰・17日㈰・24日㈰
　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　11月9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
◇今月の休館日（小見川図書館も同じ）
　11月4日㉁・11日㈪・18日㈪・25日㈪・
　29日㈮
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