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募 集

国保小見川総合病院
臨時職員

■職種・業務内容
◇看護師、准看護師…外来・病棟業務
◇放射線技師…一般撮影業務など
◇看護補助員…看護補助業務
◇放射線科補助員…受付業務、検査
補助業務など
◇医療事務員…医療事務全般
■募集数　若干名
■賃金　時給900円～1,500円
■選考方法　書類審査、面接
■任用予定　随時

12月27日㈮までに履歴書を、持
参または郵送で 〒289-0332 南原地
新田438 国保小見川総合病院総務課
 ☎（82）3161

旭中央病院附属看護専門学校
看護学生

平成26年度入学生
■募集数　奨学生約30～35人（一
次募集と二次募集の合計）
■受験資格　高等学校を卒業した
人、それと同等以上の資格を有する
人、または平成26年3月高等学校卒
業見込みの人
■試験日
◇一次募集　平成26年1月17日㈮・
18日㈯
◇二次募集　平成26年2月28日㈮、
3月1日㈯
■試験科目　国語（国語総合・現代文
〈古文・漢文除く〉）、英語Ⅰ、数学Ⅰ、
面接（筆記試験合格者のみ実施）
■願書受付
◇一次募集　12月24日㈫～平成26
年1月10日㈮必着
◇二次募集　平成26年2月10日㈪
～2月21日㈮必着
旭中央病院附属看護専門学校

☎0479（63）8111

お知らせ
献血にご協力を
お願いします

　交通事故の多発や外科手術などに
より、多量・長期にわたる輸血を必
要とする患者が増加しています。
　献血は血液成分の結果が通知され
ますので、健康管理のお手伝いにも
なります。
■日時　12月5日㈭　10時～11時
45分、13時～16時
■場所　佐原中央公民館
佐原ライオンズクラブ　大竹

☎（59）3231
■日時　12月24日㈫　10時～11時
45分、 13時～16時
■場所　市役所
健康づくり課 ☎（50）1235

12月議会開会

　12月定例市議会は、12月3日㈫か
ら開会予定です。
　この本会議を傍聴してみませんか。
詳しい日程、ライブ中継などは、市
議会ホームページをご覧ください。
　日程は、変更になる場合がありま
すので、傍聴の際は問い合わせくだ
さい。
http://www.city.katori.lg.jp/

gikai/index.html
議会事務局 ☎（50）1217

チーバくん物産館
「県産品愛用月間セール」
　チーバくん物産館では、千葉県産
品の普及宣伝、販路拡大を図るため、
お歳暮贈答期にセールを実施します。
ぜひこの機会に、千葉県産品をお得
に購入されてはいかがでしょうか。
■実施期間　12月29日㈰まで
■営業時間　9時30分～19時
■場所　チーバくん物産館（千葉市

中央区富士見1-12-16　NTT富士
見ビル1階）
■内容　全商品
5％割引セール
の実施、お買い
上げ3,000円ご
とに「県産品」が
当たるスピードく
じを進呈など
チーバくん物産館
 ☎043（227）8022

「㈱ミヤスズ」発行の
商品券をお持ちの人へ

　㈱ミヤスズは、9月20日に破産手
続開始の決定を受けました。
　同社発行の商品券をお持ちの人
は、資金決済に関する法律に基づき
還付を受けることができますので、還
付希望者は、平成26年2月12日㈬ま
でに関東財務局へ申し出ください。
関東財務局 理財部 金融監督第5

課 ☎048（600）1152
関東財務局 千葉財務事務所 理財課
  ☎043（251）7214

自動車税の滞納処分を
強化

　県では、自動車税の未納がある人
に対し、給与・預金・自動車などの
差し押さえ（滞納処分）を12月から一
層強化します。
　自動車税が未納の場合は、至急納
付してください。
香取県税事務所 ☎（54）1314

県税務課 ☎043（223）2127

講座・教室

市民のための特別講座
「認知症との向き合い方みつけた！」

　最近、もの忘れやうっかりミスが気
になりませんか。認知症を知りたい、
認知症予防に取り組みたい人はぜひ
参加ください。
■日時　12月15日㈰　13時30分～
16時
■場所　佐原文化会館
■内容　認知症について一緒に考え
てみよう～今日からできる認知症予防～
■講師　東京都健康長寿医療セン
ター研究所　研究員（心理学博士）　
宇良千秋氏
■参加費　無料（事前申込不要）
佐原地域包括支援センター

☎（50）1231
小見川地域包括支援センター

☎（82）0718

東庄県民の森
木の干支作り体験

　木で作る、来年の干支「馬」の置物
づくりを体験してみませんか。森から
切った木に親しみ、楽しみながら木材
に触れてみましょう。
■対象　小学生以上（小学生は親子
同伴）
■日時　12月14日㈯　9時～正午
■場所　県立東庄県民の森
■参加費　1,000円（材料費込み）
■定員　15人（先着順）
■持物　汚れてもよい服装
県立東庄県民の森管理事務所

☎（87）0393

東庄県民の森
つるカゴ作り体験

　フジやアケビのツルを使ったオリジ
ナルのカゴづくりを体験してみません
か。自然の味わい深いツルを生かし
て、自分の手で素敵なカゴにアレン
ジ。
■対象　小学生以上（小学生は親子
同伴）
■日時　平成26年1月18日㈯　9時
～正午
■場所　県立東庄県民の森ふるさと館
■参加費　1,500円（材料費込み）
■定員　10組（先着順）
■持物　剪定ハサミ、滑止め付手袋
県立東庄県民の森管理事務所

☎（87）0393

ウエストサイズ物語 

■日時・場所
◇12月13日㈮・27日㈮　10時～
正午　小見川スポーツ・コミュニティ
センター
◇12月24日㈫　10時～正午　香取
市民体育館
■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

県立佐原病院健康教室

■日時　12月9日㈪　16時30分～
■場所　県立佐原病院1階多目的ホ
ール
■内容　どうして前立腺がんになる
のか。その原因と予防について
■講師　千葉県立佐原病院　泌尿器
科医師
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院 ☎（54）1231

県立佐原病院
市民公開講座

■日時　12月7日㈯　16時～
■場所　開花亭
■内容　中高年のたばこ病 COPD
■講師　千葉大学大学院医学研究院
呼吸器内科学教授　巽浩一郎氏
※当日は県立佐原病院例会（研究発

…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

忠敬の技を解剖する 

　「測天量地」とは、江戸時代の言葉
で、地面を量る地上測量と月や太陽
などの星を測る天体観測のことで
す。忠敬の測量・地図作りには、地
上測量とともに天体観測が重要な意
味を持っていました。ここでは、極
めて精巧な日本地図を生み出した忠
敬が、どのような測量術を用いてい
たのかを、地上測量と天体観測とい
う2つの方法に分解して、紹介して
いきます。
■期間　平成26年1月19日㈰まで
■休館日　月曜日（ただし祝日の場

合は開館）、12月29日㈰～平成26
年1月1日㈷
■入館料　大人500円、小中学生
250円
※市内に在住の小中学生・高校生は
無料
伊能忠敬記念館 ☎(54)1118
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－天と地をはかる－企画展開催中

▲国宝　観星鏡（小）

自動車の差し押さえ

千葉県PRマスコット
キャラクターチーバくん
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香取市佐原イ2943　☎52－4545
http://www.yamaken.ne.jp/

㈱山本住建
ヤ マ ケ ン

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!

結婚相談  み つ ば
私たちが承ります

稲敷市光葉 9-127
tel＆fax.0299-79-3855
（国道125号沿い「幸田」の信号近く）

担当：江田

小さな相談室から

大きな幸せを！

表会）を午前中より行います。一般の
人も参加できます
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院 ☎（54）1231

催 し

絵本の読み聞かせ

　絵本のなかでも大型絵本の迫力あ
る絵やストーリーはお子さんの好奇心
や探究心を刺激しワクワク、ドキドキ、
きっと絵本好きに。
　「語るべぇ栗源」の皆さんが心地よ
い物語の世界へご案内します。また、
バルンアートの体験もできます。
■対象　幼児・小学校1～3年生と保
護者
■日時　12月21日㈯　10時～
■場所　栗源保健センター1階機能
訓練室
■参加費　無料
生涯学習課栗源担当 ☎（75）2171

ＹＡＭＡＤＡ星太鼓
10周年記念公演

■日時　12月14日㈯　14時～　開
場13時30分～
■場所　小見川市民センター「いぶき館」
■内容　「ＫＩＺＵＮＡ　ＰＲＯＪＥＣＴ」と
題し、和太鼓などによる公演
■入場料　一般1,500円（当日2,000
円）、中学生以下500円（当日1,000円）
ＹＡＭＡＤＡ星太鼓　髙木

☎（78）2110

航空科学博物館
クリスマスコンサート

　クリスマスソングを中心としたコン
サートを聴きながら、飛行機に囲まれ
て楽しいひとときをお過ごしください。
■日時　12月23日㈷　正午～12時
30分、15時～15時30分
■場所　航空科学博物館1階西棟展
示室
■参加費　入館料のみ
■内容　クラシック声楽家・桜庭章
子氏とジャズ演奏家との競演
航空科学博物館 ☎0479（78）0557

12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

無料相談

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。
◇12月9日㈪　岩立和雄税理士事務
所（岩ヶ崎台21-3） ☎（54）1987
◇12月24日㈫　佐原税理士法人　
佐藤公彦（北3-8-6） ☎（52）2511
※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

労働無料相談

■日時　12月18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　12月21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

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

法律無料相談

■日時　12月18日㈬　13時～16時
（要予約）
■場所　佐原信用金庫本店
■相談内容　土地・家屋、金銭貸借・
保証、遺産相続・贈与、離婚、借入
問題など
佐原信用金庫お客様相談室

☎（54）2144

建築無料相談

■日時　12月21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

〈広告〉〈広告〉〈広告〉

材料4人分
生鮭…………………… 2切れ
白菜……………… 大3～4枚
タマネギ………………1/2個
　　酒……………… 大さじ1
　　鶏ガラスープの素 … 小さじ1
　　水……………… 1カップ
牛乳………………1/2カップ
塩、コショウ……………少々
サラダ油…………………適量
米粉………………… 大さじ3

① 白菜はざく切り、鮭は塩、コショウをふる。タマネギは薄切りにする。
② フライパンにサラダ油を熱し、鮭を焼いて取り出す。
③ サラダ油を少し足し、タマネギ、白菜を炒め、米粉を入れ、なじませる。
④ ③にＡを加え、よく混ぜ、とろみがついたら鮭を戻し入れ、牛乳を加え、
ひと煮し、塩、コショウで味を整える。
問い合わせ　健康づくり課　☎(50)1235

【作り方】

のおすすめメニュー食生活改善
推進員の 旬

1人分
エネルギー 176㎉
塩分 0.2g
野菜摂取量 85g

旬の野菜で簡単に
もう一品！

】

鮭
と
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菜
の
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Event Schedule イベントスケジュール

佐原中央公民館 ☎（55）1151

○郡市図工・美術児童生徒作品展
　12月7日㈯～18日㈬14時
○千葉萌陽高校イラスト展
　12月21日㈯～26日㈭15時

佐原文化会館 ☎（55）1161

○佐原ハーモニー合唱コンサート
　12月1日㈰　13時30分～
○佐原女声コーラスブリランテ演奏会
　12月8日㈰　13時30分～
○千葉萌陽高校シンセサイザー部　定期演奏会
　12月21日㈯　13時30分～15時30分
○クリスマスコンサート2013　ヤマハ音楽
　教室エレクトーン発表会
　12月22日㈰　11時～17時

いぶき館 ☎（82）1123

○島ピアノ教室ピアノ発表会
　12月8日㈰　13時30分～17時
○ピアノ発表会
　12月22日㈰　13時15分～16時

山田公民館 ☎（78）4431

○クリスマスコンサート
　12月15日㈰　14時～

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　12月1日㈰・8日㈰・15日㈰・22日㈰
　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　12月14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）
　 12月2日㈪・9日㈪・16日㈪・23日㈷・27
日㈮、12月29日㈰～平成26年1月3日㈮
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