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0479-76-2611（代表）
総 務 課 76-2611

住 民 課
76-5401
76-5405

子育て支援課 76-5412
税 務 課 76-5402
生活環境課 76-5406
都市整備課 76-5407
出 納 室 76-5415
企画財政課 76-5409
農業委員会 76-5403
産業経済課 76-5404
議会事務局 76-5414
役場ＦＡＸ 76-7144

保健福祉課 76-3185
地域包括支
援センター 70-6111

教 育 課
76-5411
76-7811

公 民 館 79-3406

多古中央病院 76-2211
給食センター 76-3253
中央保育所 76-4444
東 保 育 所 76-9513
北 保 育 所 75-1476
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■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・社会保険労務士・ソーシャルワーカーなどが相談に応じ、問題解決に当たります。
とき●9月25日（土）午後1時～ 4時　ところ●千葉市中央コミュニティセンター　問合せ●千葉中央法律事務所☎043-225-4567

The information of the living暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者に問い合せください。

県立旭高等技術専門校
平成23年度推薦入校生を募集 

　校内の見学もできます。お気軽に
お越しください。
募集科目●①NC機械加工科（1年間） 
②自動車整備科（2年間）

募集期間●①②ともに9月27日（月）～ 
10 月 8日（金）　

問合せ●県立旭高等技術専門校
　☎ 62-2508

農作物への被害防止のため
有害鳥獣捕獲を実施します 

　ご家庭で飼育している動物は、期
間中放さないようお願いします。
とき● 9月 11 日（土）・12 日（日）
　18 日（土）・19 日（日）
　午前 6時～午後 5時
捕獲方法●銃器・箱わな・くくりわな
問合せ●産業経済課農業振興係
　☎ 76-5404

あなたの意欲に力を貸します
一日ハローワーク 

とき● 9月 17 日（金）
　午前 10 時～午後 3時
ところ●役場 1階第 1会議室
問合せ●ハローワーク佐原
　☎ 0478-55-1132
　産業経済課経済振興係☎ 76-5404

募集

お知らせ

●住民相談　9月22日（水）
午前9時30分〜午後3時
役場1階第2会議室
■住民課住民係☎76-5401

●交通事故相談　9月14日（火）
午前10時〜午後3時
  （受付：午後2時30分まで）
役場1階第2会議室
■総務課交通防災係☎76-2611

●家庭教育相談（火・水・木曜日）
午後1時30分〜3時30分
コミュニティプラザ2階相談室
■教育課社会教育係☎76-7811

●心配ごと相談（毎週水曜日）
午後1時30分〜3時30分
社会福祉協議会
■社会福祉協議会☎76-5940

●健康相談（月〜金曜日）
午前9時30分〜11時
保健福祉センター内健康相談室
■保健福祉課健康福祉係
　☎76-3185

子どもたちの心を豊かなものに
『ちば･子どもの本と文化の集い』 
　「ぐるんぱのようちえん」の西内 
ミナミ先生をお招きします。
　ぜひご参加ください。
とき●10月2日（土）
　午後1時～3時30分
ところ●コミュニティプラザ3階
　多目的ホール
参加費●1,000円【当日集金】
申込期限●9月21日（火）
申込み問合せ●菅澤伸江
　☎75-1835　75-3015

日々の介護に生かしませんか？
口腔ケア講演会 

　在宅や施設で介護をしている方を
対象に講演会を行います。口腔ケア
の効果や方法などを学びませんか？
とき●10月1日（金）午後1時30分
ところ●JA佐原本店
内容●①高齢者の口腔機能と日常生
活におけるケアの留意点

　②口腔ケアの実際
参加費●無料
申込期限●9月20日（月・祝）
申込み問合せ●千葉県福祉人材確保・
定着推進協議会事務局

　（ニチイケアセンター北佐原内）
　☎0478-50-3101

どなたでも参加できます
ウォーキング講習会 

　東総運動場内を歩きながら、運動
効率の良い歩き方などを
体験できる講習会です。
　当日は、運動のできる
服装でお越しください。
とき● 9月 11 日（土）
　午前 9時 30 分～正午
ところ●東総運動場陸上競技場
　（旭市清和乙 621）
定員●先着 50 人
参加費●300円（テキスト代、保険料）
持参物●運動靴、タオル、飲み物
問合せ●東総運動場管理事務所
　☎ 68-1061

お子様の悩み一緒に考えましょう
家庭児童相談室 

　お子様の不登校やいじめなど、子
育てにお悩みの方はご相談ください。
　来所する場合は、事前にご連絡を
お願いします。
とき●毎週月～金曜日（祝日・年末 
年始を除く）午前9時～午後4時

ところ●香取健康福祉センター
　（香取保健所）
問合せ●香取健康福祉センター
　地域保健福祉課☎0478-52-9161

■オータムジャンボ宝くじ■　ご購入は千葉県内の宝くじ発売所で‼この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
発売期間● 9月 27日（月）～10月 19日（火）　発売単価●1枚 300円　抽選日●10月 26日（火）

皆さんの子育てを応援します！

一時保育と
園庭開放のお知らせ
  ◆一時保育（中央保育所のみ）
　このような方は、お気軽にご相談ください。
　　・仕事のため、週 2～ 3日の保育を必要とする方
　　・冠婚葬祭や入院 ･通院 ･看護などで一時的に家庭保育が困難な方
　　・リフレッシュのために体を休めたい方
　問合せ●中央保育所☎ 76-4444

  ◆園庭開放（中央･北･東保育所／毎月第2･4水曜日　午前9時30分～11時）
　遊び場やふれあいの場として、家庭で保育をしている幼児と保護者に
各保育所の園庭を開放します。
　問合せ●中央保育所☎ 76-4444　北保育所☎ 75-1476
　　　　　東保育所　☎ 76-9513

不妊･去勢手術費用を助成します

無料相談
いろいろ
無料相談
いろいろ
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問
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　香取市荒北地先の栗山川で、
ゆめ半島千葉国体カヌー競技会
が開催されます。
　これに伴い、栗山川の水位が
例年の時期に比べ上昇します。
　送水期間中は大変危険です 
ので、河川に近づかないよう 
ご注意ください。
■送水期間■
　9月29日（水）～10月4日（月）
■競技日程■
　10月1日（金）～4日（月）
問合せ●ゆめ半島千葉国体香取 
市実行委員会☎0478-82-1250

　わたしたちの町を流れる栗山川は、九十九
里・南房総地域の飲料水や、九十九里地域の
農業用水、千葉臨海工業地帯およびその周辺
の工業用水として利用されています。
　また栗山川は、サケが卵を産むために海から
上ってくる川でもあり、その環境保全は地域 
にとって重要な課題です。
　栗山川にごみを捨てたり、油類や有害物質
が流出したりすることのないよう一人ひとり
が注意を払い、川をきれいにするよう心掛け
ましょう。

千葉県山武農林振興センター　　　
（独）水資源機構千葉用水総合管理所

　秋の訪れとともに、栗山川周辺に咲き競うコスモス。
　祭り期間中は、道の駅周辺のコスモスの摘み取りや、簡単な 
フラワーアレンジが無料で楽しめます。
　26日（日）には毎年恒例のフリーマーケットや秋の味覚弁当販売、
環境戦士3Rショー、駄菓子取り放題などの楽しいイベントが盛り
だくさん。皆さんお誘い合わせの上、ご来場ください。

イベント開催日●9月26日（日）午前10時～午後3時
※ コスモスの摘み取りやフラワーアレンジに参加する方は、
　各自ではさみを持参してください。

ところ●あじさい公園（道の駅多古あじさい館隣接）
問合せ●産業経済課経済振興係☎76-5404

　千葉県では、飼育できないなどの理由で施設に引き取られる犬や猫が年間
1万匹もいます。そのうち約8割が子犬や子猫です。
　このような犬や猫をなくすため、毎年「動物愛護週間」行事の一環として、
不妊・去勢手術普及助成事業を実施しています。
助成対象●千葉県獣医師会の会員動物病院で年内に手術可能な
 犬・猫約800匹 【毎年応募多数で抽選】
助成金額●手術費用のうち5,000円
　※手術と同時にマイクロチップを装着される方は、
　　マイクロチップの一部（1,000円）も助成されます。
対象動物●【飼い犬】今年度の狂犬病予防注射済みで、
　登録済みの手術可能なオス・メス
　【飼い猫】 手術可能なオス・メス
応募期間●9月20日（月）～26日（日）
　※ 1世帯当たり1匹（1通）のみの応募とし、2匹以上や他人名義での応募と

判断される場合は無効となります。
申込み問合せ●千葉県獣医師会☎043-232-6980

栗山川の水位上昇に
ご注意ください！

くらしの情報

雨天の場合は
中止します。
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