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秘密厳守・夜間対応可問合せ0299-91-1171
神栖ひまわり基金法律事務所

弁護士 瀧　 智英（茨城県弁護士会所属）
弁護士 谷本 雅晃（茨城県弁護士会所属） 茨城県神栖市大野原4-7-11

鹿島セントラルビル新館5階

借 金 の 整 理 離 婚 ・ 相 続

金 銭 問 題

不 動 産・建 築各種民事・家事事件

破 産 過 払 金
30分 健康診断

日～土曜･祝日、都合の良い日時に受診

特定健診（無料）
あいざわクリニック☎５５-８００１（予約受付）

〈広告〉

畳1枚のリフォームから　こだわりの注文住宅まで
土地・建物  住まいのことなら

㈱ナ ル ミ 不 動 産

千葉県知事（1）第16606号 〒287‐0011 香取市津宮509

☎0478‐79‐0377

未来の設計図
一緒に考えませんか？

ナルミ不動産

佐原の町並み無料講座

　町並み散策を楽しみながら、歴史
や文化を学んでみませんか。
■日時　6月～平成28年3月までの
第2土曜日(7月は第3土曜日)　9時
30分～正午
5月31日㈰までに佐原町並み交流館
� ☎（54）7766

千葉県動物愛護センター
犬のしつけ・犬猫の譲渡
犬のしつけ方教室（予約制）
◇基礎講座
■日時　6月14日㈰、7月15日㈬、8
月19日㈬　13時～14時30分　受付
12時30分～
■定員　各30組（先着順、飼い犬は
同伴不可）
■受講料　無料
◇実技講座
■日時　6月14日㈰　14時～16時
受付13時30分～
7月16日㈭、8月20日㈭　9時30分
～11時30分　受付9時～
■定員　各30組（先着順）
■受講料　3,000円
パピークラス（予約制）
■日時　5月23日㈯、6月27日㈯、7
月25日㈯、8月22日㈯　時間応相談
■受講料　無料
一般譲渡会（無料）
　センターの成犬・成猫を譲渡します。
■日時　5月23日㈯、6月25日㈭、
7月8日㈬・25日㈯、8月27日㈭　受
付13時～13時30分
飼い主探しの会（予約制・無料）
　犬猫のほしい人、あげたい飼い主
さんとの出会いの場です。
■日時　6月14日㈰、7月11日㈯、8
月8日㈯
犬猫のほしい人� 受付9時～9時30分
犬猫をあげたい人� 受付9時30分～10時
千葉県動物愛護センター
� ☎0476（93）5711

31催 し

水の郷さわら　旨いもの市

■日時　5月31日㈰　10時～15時30
分（雨天決行）
■場所　道の駅・川の駅水の郷さわら
■内容　
◇市内農産物・加工品などの販売
◇ステージイベント　和太鼓香

か
音
のん
、

キッズダンス、バルーンアート、フラ

募 集
香取市地域活性化施設の
使用者

　佐原の町並みに建つ市所有の町屋
型建物を、地域の活性化に寄与する
目的で使用する人を募集します。
■場所　佐原イ486（小野川左岸側、
中橋付近）
■使用料　2万円／月
■募集期間　5月18日㈪～6月5日㈮
■使用期間　平成27年7月から2年間
■選定方法　書類、ヒアリング審査
※応募方法など詳細は市ホームペー
ジで公表しています
都市整備課� ☎（50）1214

お知らせ

赤十字活動資金へのご協力

　5月、6月は赤十字運動月間です。
日本赤十字社は、国内の災害時の救
護をはじめ、国外の紛争・自然災害

の被災者に対する緊急救援活動など、
さまざまな人道的活動を行っています。
これらの人道的活動は、多くの皆さ
まの温かい善意によって支えられてい
ます。
社会福祉課� ☎（50）1209

県立香取特別支援学校
一般公開
　香取特別支援学校に通う知的障
害や肢体不自由のある子どもたちと
本校の教育を理解していただくために
「学校一般公開」を行います。
■日時　6月10日㈬　9時50分～正午
■場所　県立香取特別支援学校（神
崎町大貫383-13）
6月3日㈬までに県立香取特別支援
学校� ☎（72）2911

県立銚子特別支援学校　
学校公開
■日時　6月17日㈬・18日㈭　9時
20分～正午
■場所　県立銚子特別支援学校（銚
子市三崎町3-94-1）
■内容　学校施設と授業の公開
県立銚子特別支援学校
� ☎0479（22）0243

講座・教室
香取地区子ども会育成者講習会
ジュニアリーダー初級講習会

育成者講習会
■対象　市内の子ども会育成者、指

導者および指導者をめざす人
■日時　6月13日㈯　9時～15時
■募集数　20人程度
■内容　普通救命講習、親子で一緒
に体験できる活動
ジュニアリーダー初級講習会
　子どもたちの意欲と能力を引き出
し、コミュニケーション能力や、ボラ
ンティア活動などの人間力を高めます。
■開催日　6月13日㈯～14日㈰（一
泊二日）
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■募集数　市内の小学5年生～中学
生40人程度
■内容　野外炊飯、キャンプファイ
ヤーなど
5月26日㈫までに生涯学習課
� ☎（50）1224

ヘルシークッキング

　自分や家族の食事・生活習慣を見
直し、健康で長生きするために、さま
ざまな講話と調理実習を行います。
■対象　市内在住の65歳以下で、
開講式を含め5回以上参加できる人
※過去にヘルシークッキング（栄養教
室）を受講している人は不可
■日程　6月18日㈭、7月23日㈭、
8月20日㈭、9月17日㈭、10月22
日㈭、11月19日㈭、12月10日㈭
■時間　9時30分～13時
■場所　佐原保健センター
■定員　30人（先着順）
6月5日㈮までに健康づくり課
� ☎（50）1235

弓道教室

■対象　市内在住・在勤の初心者（学
生を除く）
■日時　6月6日～8月8日の毎週土
曜日　15時～17時
■場所　香取神宮弓道場
■定員　10人
■参加費　3,000円
■服装　運動しやすい服装
5月27日㈬までに体育協会佐原支部
� ☎（55）0003

県立佐原病院健康教室

■日時　5月20日㈬　16時～
■場所　県立佐原病院多目的ホール
■内容　腰痛について
■講師　県立佐原病院リハビリテー
ション科上席専門員
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院� ☎（54）1231

…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

問水郷佐原水生植物園　☎（56）0411
　商工観光課　　　　　☎（50）1212

あやめ祭り 5月30日㈯～
6月28日㈰

■開園時間　8時〜18時30分
■入園料　大人…700円
　　　　　小中学生…350円
※20人以上の場合は団体割引あり
■催し　あやめ祭り期間中は、さまざ
まなイベントが盛りだくさん。
詳しくは、本紙6月1日号で紹介。

400品種150万本のハナショウブ。改良に夢かけた先人たちの
ロマンに思いをはせながら、ゆっくりご堪能ください。

オープニングイベント
　5月30日㈯8時から、先着100人の
入園者にハナショウブ苗をプレゼント
します。
野点
■日時　5月31日㈰〜6月21日㈰まで
の土・日曜日　10時〜15時　有料（雨
天中止）
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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…3日㈬　13時～13時30分　
（平成27年2月生）
小見川…10日㈬　13時～13時30分　
（平成27年1・2月生）
■10カ月児健診
佐原…24日㈬　13時～13時30分
（平成26年7月生）
■1歳6カ月児健診	
小見川…2日㈫　12時30分～12時45分　
（平成25年10・11月生）
佐原…17日㈬　13時～13時30分　
（平成25年11月生）
■2歳児歯科健診
小見川…12日㈮　12時30分～12時45分
（平成24年12月・平成25年1月生）
■3歳児健診
佐原…16日㈫　13時～13時15分
（平成23年12月生）

妊婦歯科検診（要申込）
佐原…26日㈮　13時～13時10分

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。
■ヒブワクチン予防接種
■小児用肺炎球菌予防接種
■4種混合予防接種
■ＢＣＧ予防接種
■麻しん風しん混合（ＭＲ）予防接種
■水痘予防接種
■日本脳炎予防接種
■2種混合予防接種

各種教室・相談
■離乳食教室（要申込）
佐原…26日㈮　13時15分～13時30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…3日㈬、小見川…1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
山田支所� 5月26日㈫（予約日�5月19日㈫）
市役所� 6月10日㈬（予約日�6月3日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　�5月20日㈬、6月1日㈪
　13時30分～15時30分
　※6月1日㈪は人権相談のみ
　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）
　5月19日㈫、6月2日㈫・16日㈫
　10時～15時
　市民活動推進課� ☎（54）1138
●交通事故相談（要予約）
　6日9日㈫　10時～15時
　環境安全課� ☎（50）1248
●心配ごと相談
　6月4日㈭　10時～15時
　社会福祉協議会本所� ☎（54）4410
●生活困窮者の自立支援相談
　閉庁日を除く毎日� 8時30分～17時15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301会議室）
　6月2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）　
　5月20日㈬・27日㈬、6月17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）
　�5月25日㈪・6月8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

ダンス、松下右近・左近一座、太極拳、
タップダンス、ベリーダンス
農政課� ☎（50）1258

市民ハイキング

■対象　市内在住・在学・在勤者
■期日　6月21日㈰
■場所　養老渓谷
■申込場所・定員　100人（先着順）
◇香取市役所1階　50人
◇小見川スポーツ・コミュニティセン
ター　50人
■参加費　3,000円（保険料を含む）
■申込　6月7日㈰　8時30分から
正午までに各窓口へ参加費を添えて
直接申し込み（電話申し込み不可）
※1人の申し込みで2人まで可
生涯学習課� ☎（50）1221

小見川図書館
えほんのじかん
■日時　毎月第3土曜日　11時～（5
月は16日㈯）
■場所　小見川図書館児童書コーナー
■内容　絵本の読み聞かせ
小見川図書館� ☎（80）0511

黒部川クリーン作戦

■日時　5月23日㈯　9時～10時30
分（雨天中止）
■集合場所　小見川スポ－ツ・コミュ
ニティセンタ－前
■内容　河川敷・道路のごみ拾い
かとり市民環境ネットワ－ク
� ☎（82）2428

国土地理院バスツアー

■対象　小学生以上の市内在住者
（小学生は保護者同伴）
■日時　6月7日㈰　9時（市役所出発）
■場所　国土地理院「地図と測量の
科学館」、つくばエキスポセンター
■定員　40人（先着順）
■参加費　無料（施設内での費用は
自己負担）
■持物　弁当（周辺に飲食施設あり）
5月27日㈬の17時までに佐原青年

会議所「地図のまち佐原バスツアー」係
� ☎（54）2244

親身 近 な 相 談 室 子 と 成 人 の 保 健 6月
問健康づくり課	 ☎（50）1235

水郷小見川少年自然の家
スターウォッチング
■日程　5月23日㈯　16時30分～
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■定員　80人（要申込）
■参加費　高校生以上…850円、小
中学生…800円、未就学児…400円
■内容　土星と月の観察
県立水郷小見川少年自然の家
� ☎（82）1343

東庄県民の森
クサ玉づくり
　身近にある野草などを使って、小
さな寄植えをクサ玉風に仕上げます。
■日時　6月13日㈯　9時30分～
■場所　東庄県民の森管理事務所
■募集数　15人程度
■参加費　800円
■持物　ゴム手袋、持ち帰り用入れ物
県立東庄県民の森管理事務所
� ☎（87）0393

チャリティー歌謡ショー
歌謡オン・ステージ
■日時　6月7日㈰　13時～
■場所　小見川市民センター「いぶき館」
■入場料　無料
小見川ニュー歌謡友の会　笠井
� ☎（83）3547

市役所ロビーコンサート

■日時　5月27日㈬　12時15分～45分
■場所　市役所1階ロビー（情報コーナー）
■出演　ゴールデン�バンデッド�リリーズ
■入場料　無料
生涯学習課� ☎（50）1224

外科内科月日

休日の夜間急病診療 診療時間は日曜日と祝日の19時から22時までです。
必ず保険証をお持ちください。健康相談

ダイヤル24
0120（110）474
皆さんの健康に関する
相談をお受けします。
お気軽に電話ください。
（24時間対応、相談料・
通話料は無料）

あいざわクリニック�☎（55）8001
佐原泌尿器クリニック�☎（54）3390
布施外科医院� ☎（52）4580
本多病院� ☎（82）3181
根本医院� ☎（54）2823
佐原泌尿器クリニック�☎（54）3390

佐原中央病院� ☎（55）1113
たもつ内科小児科医院� ☎（55）8123
鴇田医院� ☎（75）2008
石橋医院� ☎（82）2203
馬場医院� ☎（82）2730
坂本医院� ☎（52）3381

5月17日㈰
24日㈰
31日㈰
6月7日㈰
14日㈰
21日㈰

お葬式お葬式勉強会勉強会
無料5/22

金

10時～11時30分

●最近話題の家族葬について
●お葬式費用の計算方法について 他

会場：佐原北口ホール（香取市北2-6-7）

0120-52-4441お問合せ･お申込み15名様
限定 セレモニーきうち

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 0.09 0.09
府馬小学校 0.05 0.05
新島中学校 0.06 0.05
小見川幼稚園 0.07 0.06
栗源保育所 0.06 0.06

4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。
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