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第6回液状化対策検討委員会を
開催しました
■主な検討内容
　モデル地区の対策工法につい
て、地質調査結果をもとに格子
状地中壁工法と地下水位低下
工法の比較検討が行われました。
周辺地盤への影響や経済性など
を勘案し、佐原市街地地区と利
根川以北地区は格子状地中壁工
法、府馬地区（おおくすニュータ
ウン）は地下水位低下工法にそれ
ぞれ絞り込み、小見川市街地地
区は2つの工法双方を検討対象と
し、これまでの検討結果が審議
されました。

　平成25年12月27日に開催し
た第7回液状化対策検討委員会
（委員会としては最終開催）の結
果を踏まえ、地区ごとの対策工
法・効果・費用に関して説明す
る予定です。
　これまでの委員会および説明
会の資料は、都市整備課で閲覧
できるほか、市ホームページ東
日本大震災関連情報に掲載して
います。
■期日　1月12日㈰
■時間・場所
◇9時30分～11時　市役所5階
大会議室
◇13時～14時30分　小見川Ｂ
＆Ｇ海洋センター会議室
◇15時30分～17時　入小保内
青年館

都市整備課 ☎（50）1232

第6回液状化対策の検討内容説明会を開催します

　市では、平成25年10月16日
の台風第26号により自ら居住し
ていた住宅に被害を受けた被災
者またはその親族が「被災した住
宅の修繕」または「市内で新たな
住宅の建設・購入」のために10
万円以上の資金を金融機関から
借り入れた場合、返済利子を助
成します。
■対象　次の要件をすべて満た
す人
◇り災証明書の交付を受けた住宅
（以下「被災住宅」という）を自己
または親族が所有し、台風第26
号による被害発生時に自己また
は親族が当該被災住宅に居住し
ていた人
◇市内に住宅の再建などをする人
◇住宅再建資金について、平成
25年10月16日以降に10万円

以上の金銭消費貸借契約を金融
機関などと締結し、平成26年3
月31日までに融資の実行を受け
た人
◇利子補給を受けようとする融
資について、同様の利子補給を
他から受けていない人または他
から受けようとしていない人
◇市税などの滞納がない人
■助成期間　借入日から5年以内
■助成対象借入限度額　500万
円以内
■助成率　年2.0％（融資金利
が年2.0％未満の場合はその金
利）
■申請期間　3月31日㈪まで
※提出書類は問い合わせください

都市整備課　☎（50）1214

平成25年台風第26号による
被災者住宅再建資金利子補給事業

▲平成25年10月21日に行われた委員会

片野団地
■場所　片野411
■募集戸数　3戸
■種別
①高齢者用住宅1戸（部屋は１階、平
成2年築）
②一般住宅2戸（部屋は2階・3階、
平成2年・4年築）
■家賃　1万3,300円～
■規格　3ＤＫ（6畳2間・4畳半1間・
台所・浴室（浴槽、風呂釜は入居者
の負担で設置）・水洗トイレ）
大戸団地
■場所　大戸川1956－1
■募集戸数　2戸
■種別　一般住宅（昭和53年築、平
成24年改修）
■家賃　1万4,700円～
■規格　2ＤＫ（6畳2間・台所・浴室・
水洗トイレ）
向堆住宅
■場所　府馬3649
■募集戸数　1戸
■種別　一般住宅（平成元年築）
■家賃　1万4,700円～
■規格　3ＤＫ（6畳3間・台所・浴室・
水洗トイレ）
1月15日㈬から29日㈬までに都市

整備課 ☎（50）1214

お知らせ
献血にご協力を
お願いします

　現在、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、健康管理にも役立ちます。
■日時　1月2日㈭～4日㈯　10時
～11時45分、13時～15時30分
■場所　香取神宮
佐原ライオンズクラブ　大竹

☎（59）3231

消防出初式

■日時　1月11日㈯　10時～
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」
※当日は、7時に防災行政無線でサ
イレンが鳴ります。火災の発生と間
違えないよう注意してください
香取広域市町村圏事務組合消防本
部  ☎（83）0119

農業者との意見交換会

　農業者が直面している諸問題、政
策要望や提案など、自由な話し合い
をするため「農業者と農業委員会との
意見交換会」を開催します。
■日時　1月22日㈬　13時30分～
16時　受付13時～
■場所　市役所5階大会議室
■内容　農業情勢についての講演、
意見交換
農業委員会 ☎（50）1226

登載申請書
忘れずに提出を

　1月1日現在における農業委員会委
員選挙人名簿登載申請書に基づいて
有資格者を調査し、選挙人名簿に登

載します。選挙人名簿に登載されて
いない場合は投票することができま
せん。
　提出は1月10日㈮までになります。
農業者（耕作面積10ａ以上など）で申
請書が届いていない場合は、問い合
わせください。
農業委員会 ☎（50）1226

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　1月11日㈯、2月9日㈰、3
月19日㈬　9時30分～11時　受付
9時～
※犬猫をあげたい人は、10時～11
時、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　1月23日㈭、2月20日㈭、
3月20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　2月22日㈯、3月21日㈷（時
間は応相談）
犬のしつけ方教室基礎講座（予約制）
■日時　1月11日㈯、3月9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　1月11日㈯、3月9日㈰　
14時～16時　受付13時30分～
■定員　20組（先着順、飼い犬は同
伴不可）
■受講料　3,000円
千葉県動物愛護センター

☎0476（93）5711

…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

レセプト点検員

■職種　レセプト点検員（非常勤職員）
■募集数　1人
■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
■資格など　医療事務資格および実
務経験を有する人
■雇用期間　4月1日～平成27年3
月31日（更新可）
■勤務日時　月～金曜日　9時～16時
■勤務場所　市役所
■賃金　時給930円
■選考　書類選考・面接
1月16日㈭までに履歴書と資格証

などの写しを〒287-8501香取市佐
原ロ2127市民課へ持参または郵送
 ☎（50）1228

市営住宅入居者

■入居資格　市内に住所または勤務
先があり、現在住宅に困っている人。
ただし所得制限などがあります。
■敷金　家賃の3カ月分
粉名口団地
■場所　佐原ロ2097－7
■募集戸数　5戸
■種別　一般住宅（部屋は2階～4階、
昭和57年～60年築）
■家賃　1万7,100円～
■規格　3ＤＫ（6畳2間・4畳半1間・
台所・浴室（浴槽、風呂釜は入居者
の負担で設置）・水洗トイレ）
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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

○郡市書き初め秀作展
　1月16日㈭～23日㈭
○ 郡市小学校家庭科作品展中学校技術・家
庭科作品展
　1月25日㈯～31日㈮正午

香取市民体育館 ☎（55）1290

○1月12日㈰　成人式

佐原文化会館 ☎（55）1161

耐震補強大規模改修工事のため休館

いぶき館 ☎（82）1123

○明るい選挙啓発ポスター展
　1月21日㈫～26日㈰
○創生神楽舞台公演
　1月25日㈯　14時～16時

佐原中央図書館 ☎（55）1343

○えほんのじかん
　1月5日㈰・12日㈰・19日㈰・26日㈰
　14時～　4歳以上対象
○わくわくおはなしかい
　1月11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）
　1月1日㈷～3日㈮・6日㈪・13日㈷・
　20日㈪・27日㈪・31日㈮

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！

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!

白ゆりの会
（認知症家族の会）講演会
　高齢化に伴い介護を必要とする人
が増加しています。介護している人、
将来に備え勉強したい人など、ぜひ
参加ください。
■日時　1月17日㈮　14時～15時
■場所　市役所301会議室
■内容　高齢者の口腔機能と手入れ
のしかた
■講師　香取匝瑳歯科医師会　岩瀬
治氏
1月15日㈬までに次へ

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

所得税決算と
消費税に関する説明会

　税務署では、所得税の決算の仕方
や消費税および地方消費税の申告書
作成などの、説明会を開催します。
■対象　個人で事業や農業、不動産
貸付をしている人
■日時・場所
◇1月20日㈪　13時30分～16時　
市役所5階大会議室
◇1月22日㈬　13時30分～16時　
小見川市民センター「いぶき館」301
研修室
佐原税務署 ☎（54）1331

講座・教室

ウエストサイズ物語

■日時・場所
◇1月14日㈫・28日㈫　10時～正
午　香取市民体育館
◇1月10日㈮・24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

くつろぎのヨガ教室

　日常の忙しさから解放され、心と
身体にくつろぎを与える極上なひとと
きを過ごしませんか。
■対象　市内在住・在勤の成人（初
心者対象）
■日時　2月6日・13日・20日・27日、
3月6日の木曜日（全5回）　13時30
分～15時（初回のみ13時から）
■場所　山田公民館2階和室

■定員　20人（先着順、最少開催人
数10人）
■参加費　500円
■持物　大きめのバスタオル、フェイ
スタオル、動きやすい服装
■その他　健康に不安のある人は、
主治医に相談の上、申し込みください
1月4日㈯から10日㈮までに山田

公民館 ☎（78）4431

催 し
赤ちゃんと楽しむ

絵本とわらべうたの会
　赤ちゃんにとって、お母さんお父さ
んからの語りかけは心の栄養です。
　読み継がれた絵本やわらべうたを
赤ちゃんと一緒に楽しんでみませんか。
■対象
◇Ａコース　よちよち歩ける赤ちゃん
と保護者
◇Ｂコース　ねんね、おすわり、はい
はいのできる赤ちゃんと保護者
■期日　1月23日㈭、2月20日㈭、
3月20日㈭（全3回、1回のみの参加
も可）
■時間　
◇Ａコース　10時～10時30分
◇Ｂコース　11時～11時30分
■場所　佐原中央公民館2階和室（ま
こも・さつき）
■定員　10人程度
■参加費　無料
佐原中央図書館 ☎（55）1343

創生神楽舞台公演

　観光庁エンタメ観光マイスターであ
る表

おもて

博
ひろ

耀
あき

さんが、神楽の伝統文化的
要素は残しつつ、現代神楽として創
作した創生神楽舞台公演を行います。
■日時　1月25日㈯　14時～16時
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」
■入場料　無料
水郷佐原観光協会 ☎（52）6675

新春テニス大会

■日時　1月26日㈰（予備日2月2日
㈰）　8時30分～　受付8時15分
■場所　くろべ運動公園テニスコート

■種目　男子・女子ダブルス
■参加費　ペアで
2,000円（高校生以
下1人500円、当日
受付支払い）
■定員　男女合わせ
て24ペア（先着順）
1月4日㈯から16日㈭までに体育

協会佐原支部 ☎（55）0003

新春歩け歩け会

　新春の佐原を一緒に歩きませんか。
■日時　1月19日㈰　8時30分集合
9時出発（雨天中止）
■集合場所　香取市民体育館前
■コース　香取市民体育館～諏訪神
社～石尊山～観福寺～香取神宮～神
道山～香取市民体育館（約15㎞）
■参加費　無料
※事前申し込み不要
体育協会佐原支部 ☎（55）0003

無料相談
税理士による
税の無料相談

　相談日前日までに各税理士事務所
へ予約ください。
◇1月14日㈫・20日㈪　田畑武彦
税理士事務所（東庄町笹川い4677－
18） ☎（86）2880
※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指導
対策部　佐藤 ☎（52）2511

労働無料相談

■日時　1月15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　1月18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

建築無料相談

■日時　1月18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
何でも
千葉県建築士会香取支部　林

☎（55）1012
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