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募 集

保育士など臨時職員

　市では、保育所および放課後児童
クラブの臨時職員を募集します。
保育士
■対象　保育士の資格がある55歳く
らいまでの健康な人（平成27年3月取
得見込み可）
■募集数　5人程度
■雇用期間　平成27年4月1日～平
成28年3月31日（更新可）
■勤務日時　月～金曜日　8時30分
～17時15分（保育所によりシフト制
あり。短時間希望は応相談）
■賃金　時給1,050円
■勤務場所　市内公立保育所
■応募書類　履歴書、保育士証の写し
調理員
■対象　調理師免許のある55歳くら
いまでの健康な人
■募集数　若干名
■雇用期間　平成27年4月1日～平
成28年3月31日（更新可）
■勤務日時　月～金曜日　8時30分
～17時15分（短時間希望は応相談）
■賃金　時給920円
■勤務場所　市内公立保育所
■応募書類　履歴書、調理師免許証
の写し

放課後児童クラブ指導員
■対象　保育士または教員免許があ
る55歳くらいまでの健康な人（平成
27年3月取得見込み可）
■募集数　3人程度
■雇用期間　平成27年4月1日～平
成28年3月31日（更新可）
■勤務日時　授業日　13時～18時
30分、小学校休業日（土曜日を含む）
　8時～18時30分
■賃金　時給1,050円
■勤務場所　市内放課後児童クラブ
■応募書類　履歴書、保育士証の写
しまたは教員免許証の写し
12月26日㈮までに子育て支援課

☎（50）1257

レセプト点検員

■対象　医療事務資格および実務経
験を有する人
■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
■雇用期間　平成27年4月1日～平
成28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
■採用方法　書類選考・面接
平成27年1月15日㈭までに履歴書

と資格証などの写しを持参、または郵
送で〒287-8501 市民課☎（50）1228

地球温暖化防止活動推進員

　県では、地球温暖化対策の推進を
図るための活動に取り組む「地球温暖
化防止活動推進員」を募集します。
■応募資格　県内に居住・在勤・在
学している20歳以上の人で、そのほ
か募集要件を満たす人
■委嘱期間　平成27年4月から2年間
■申込　12月26日㈮までに応募申
請書を郵送、ファクスまたはメールで
〒260-0024 千葉市中央区中央港
1-11-1 千葉県地球温暖化防止活動
推進センター
※募集要件や応募申請書などはホー
ムページで確認ください
http://www.ckz.jp/onndannka/
ccca＠ckz.jp 043（246）6969
千葉県地球温暖化防止活動推進セ

ンター ☎043（246）2180

331お知らせ

工業統計調査にご回答を

　経済動向を把握するための国の重
要な調査で、12月31日を基準日とし
て実施します。
　調査結果は、国や地方公共団体の
行政施策の重要な基礎資料として利
用されるとともに、企業や大学などで
の研究資料、小・中・高等学校の教
材など、広く利用されています。
　12月中旬から平成27年1月にか
けて調査員が「調査員証」を携行して
伺いますので、回答をお願いします。
■対象　製造業を営む事業所
■調査内容　従業者数、製造品出荷
額、在庫額、原材料使用額など
企画政策課 ☎（50）1206

住まいの復興給付金

　東日本大震災により被害が生じた
住宅の被災時の所有者が、消費税率
8％以降に、住宅の再取得（建築・購
入）や被災住宅を補修し、その住宅に
住居している場合に、給付を受ける
ことができる国の制度です。
　詳しくはホームページやコールセン
ターで確認ください。
http://fukko-kyufu.jp
住まいの復興給付金事務局コール

センター （受付時間は9時～17時　
土・日曜日、祝日を含む ）    

☎0570（200）246（有料）

竹田恒泰氏特別講演
「日本文化の再興」
　明治天皇の玄

やしゃご

孫で
日本の伝統・文化に詳
しい竹田恒泰氏を招い
て講演会を開催します。
■日時　12月21日㈰
　15時30分～
■場所　佐原商工会議所4階大ホール
■出演者　竹田恒泰氏（旧皇族竹田家）、
松本栄文氏（佐原茶寮花

はな

冠
かんむり

司厨長）
■定員　150人（先着順）
■参加費　無料（要予約）
佐原商工会議所 ☎（54）2244

香取海匝地域看護技術講習会
・看護職合同就職説明会
■対象　未就業の看護職
■日時　平成27年1月22日㈭　9時
30分～13時
■場所　 匝瑳市市民ふれあいセンター
（匝瑳市八日市場ハ793番地35）
■内容　
◇現在病院で行われている看護技術
の体験（採血、注射法をシミュレーター
モデルで確認）
◇施設紹介および就業相談など
■参加費　無料
（公社）千葉県看護協会事業第二課

☎043（247）6371

講座・教室

そば打ち教室

■日時（両日とも9時30分～14時）
◇第1回　平成27年1月25日㈰
◇第2回　平成27年2月21日㈯　
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■定員　各25組（先着順）
■費用　1組2,500円
■持物　エプロン、上履き、そば持
ち帰り用容器
※めん棒、練りばちなど、そば打ちに
必要な用具がある人は持参ください
■申込　第1回…12月25日㈭～、第
2回…1月21日㈬～
県立水郷小見川少年自然の家
 ☎（82）1343

231催 し
赤ちゃんと楽しむ
絵本とわらべうたの会
　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。

…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

香取神宮周辺で交通規制
　12月31日㈬から平成27年1月4日
㈰まで、香取神宮周辺で交通規制が
実施されます。現地では、警察官の
指示に従ってください。混雑緩和の
ため、自家用車の利用はでき
るだけ避けてください。
■規制時間
　12月31日㈬の23
時から1月1日㈷の
17時まで。2日㈮か
ら4日㈰は9時から
17時まで
シャトルバスを運行
（1月1日㈷～3日㈯）
　ＪＲ香取駅と香取
神宮間でシャトルバ
スを運行します。
■運行日時
　1月1日㈷は8時か
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※第1駐車場へは、小見川方面から右折での進入はできません

ら16時、2日㈮・3日㈯は9時から16
時まで
交通規制は香取警察署 ☎（54）0110

シャトルバスはＪＲ佐原駅 ☎（54）3131
その他　香取神宮 ☎（57）3211
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TEL.0478（82）2941
小見川駅前
定休日　火曜日

アルビオン アンフィネス乳液をご購
入（現金払い）の方に、アンフィネス 
スキンケア４点セット（3,000円相
当の品）をプレゼント 12/15～12/31

200g
7,560円（税込） あいざわクリニック 休診日なし

脳ドック 38,880円

インフルエンザ予防接種
2,000円（65歳以上香取市助成1,000円）

国保40歳以上　2万円助成有18,880円

☎55-8001

使われなくなったご愛用の品々処分する前に

～必要とされている方がいらっしゃいます!!～

千葉県印旛郡栄町安食2169

買取させて下さい!!!
カメラ オーディオ/楽器/パソコン/無線機/靴/洋服/
バッグ/引出物/アクセサリー/腕時計/電動工具/

レコード･CD/ホビー品/アンティーク

Reuse（リユース）ショップ
ハードオフ安食店 TEL0476-80-1236

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

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26
年9月生）
■10カ月児健診
小見川…14日㈬　13時～13時30分
 （平成26年2月～平成26年3月生）
佐原…28日㈬　13時～13時30分（平成26
年2月生）
■1歳6カ月児健診
佐原…21日㈬　13時～13時30分（平成25
年6月生）
■2歳児歯科健診
佐原…9日㈮　13時～13時15分（平成24
年7～8月生）
■3歳児健診
小見川…6日㈫　12時30分～12時45分　
（平成23年6～7月生）
佐原…20日㈫　13時～13時15分（平成23
年7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
■4種混合予防接種
■3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
■2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

各種教室・相談
■ママパパ教室（要申込）
佐原…8日㈭・15日㈭　13時～13時10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」「運動発達」
など、乳幼児期の発達上、心配なことの相
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計測などを行います。
佐原…7日㈬　9時30分～10時

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
9時30分～14時（相談時間）
要予約（先着10人）
市民活動推進課 ☎（54）1138

小見川支所　 12月24日㈬（予約日 12月
17日㈬）

市役所 1月14日㈬（予約日 1月7日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　 12月19日㈮　13時30分～15時30分
　市民活動推進課 ☎（54）1138
　 平成27年1月21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
●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）
　 12月16日㈫、平成27年1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）
　平成27年1月13日㈫　10時～15時
　環境安全課 ☎（50）1248
●生活困窮者の自立支援相談
　閉庁日を除く毎日 9時30分～16時30分
　香取自立支援相談センター
 ☎（79）0516
●農業制度資金定期相談窓口
　（市役所3階302会議室）
　平成27年1月6日㈫　13時～16時
　 ㈱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）　
　 12月17日㈬、平成27年1月14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）
　平成27年 1月26日㈪、2月9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

■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
はいの赤ちゃんと保護者
■期日　平成27年1月22日㈭、2月
19日㈭、3月19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

佐原・町並み・お正月

町なかにお正月飾り
　小野川周辺や香取街道沿いに、オ
リジナルお正月飾りを飾りつけます。
■期間　12月28日㈰～平成27年1
月12日㈷
佐原囃子と寿獅子舞
■日時　平成27年1月4日㈰　11時
～、14時～
■場所　佐原町並み交流館
佐原おかみさん会 ☎080（5455）7577

新春大利根ウオーク

■日時　平成27年1月4日㈰　
佐原駅→銚子市役所（自由歩行42㎞）
◇受付時間　6時～8時10分
◇受付場所　佐原駅待合室　
笹川駅→銚子市役所（自由歩行25㎞） 
◇受付時間　8時～9時30分

◇受付場所　笹川駅待合室
■参加費　300円（当日受付）
東総歩こう会　小早志 ☎（54）2467

市役所ロビーコンサート

■日時　12月25日㈭　12時15分～45分
■場所　市役所1階ロビー
■出演　湯

ゆ

澤
ざわ

薫（ホルン）
■入場料　無料
生涯学習課 ☎（50）1224

親身 近 な 相 談 室 子 と 成 人 の 保 健 1月
問健康づくり課　☎(50)1235

お詫びと訂正
　12月1日号10ページ「イベン
トスケジュール いぶき館」の中
で誤りがあり、正しくは次のとお
りでした。お詫びして訂正します。
○佐原女声コーラスブリランテ
Xmasコンサート　12月20日㈯
開場13時30分、開演14時

大気中の放射線量測定結果

問い合わせ　環境安全課　☎(50)1248

単位：μ Sv/h ＝マイクロシーベルト／時

※除染などの対策が必要な目安：0.23マ
イクロシーベルト／時以上

測定場所
測定値（最大値）

地上0.5m 地上1.0m

市役所 0.10 0.09 
府馬小学校 0.05 0.05
新島中学校 0.05 0.05
小見川幼稚園 0.07 0.07
栗源保育所 0.07 0.07

11月実施分

　市役所での測定は、閉庁日を除く毎日
実施し、市役所以外は週1回実施していま
す（天候不良などの場合は除く）。
　詳しい測定結果は、市ホームページを
ご覧ください。

年末年始の年末年始の
各種申請・手続き各種申請・手続き

市役所 ☎（54）1111
小見川支所 ☎（82）1111
山田支所 ☎（78）2111
栗源支所 ☎（75）2111
　年末年始の市役所および支所の窓
口は、年内は12月26日㈮まで、年始
は1月5日㈪からです。各種届け出や
申請などは、早めに済ませてください。
　公民館や図書館、海洋センターな
どは、施設ごとに休館日が異なります。

休日の夜間急病診療当番医休日の夜間急病診療当番医
健康相談ダイヤル
0120（110）474

　年末年始や休日の夜間に急病に
なった場合、その日の当番医（診療時
間は19時～22時）をお知らせします。
必ず保険証を持参してください。
　健康・医療相談も受け付けしていま
すのでお気軽にお電話ください。（24
時間対応、相談料・通話料は無料）

子ども急病電話相談
#8000

※ダイヤル回線などで#8000を利用
できない場合☎043（242）9939
　子どもの発熱などで、受診した方が
良いのか悩んだときは気軽に相談して
ください。看護師や小児科医が電話で
アドバイスしてくれます。
毎日・夜間の19時から22時
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