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買取センターG・P佐原店
☎0478-79-6088 香取市佐原イ340

10：00～18：00
月曜定休買取センターGP　佐原

質質
高価買取！！

秘密厳守!管理も万
全です!

店内商品SALE中！！

貴金属・ブランド品・時計その他
お預かりで、即ご融資します

※一例です
　詳しくは
　お問合せ
　ください

ご融資額 月額利率
●3万円未満 7％…………
●5万円未満 6％…………
●10万円未満 5％………

あいざわクリニック

脳ドック 43,200円
MRI早期癌検診 32,400円

国保40歳以上　2万円助成有 23,200円

☎55-8001（予約受付）

早期癌検査（肺・肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓
膀胱・前立腺・子宮・卵巣・直腸など）

☎50－5700

香取市木材協同組合
香取市産木材香取すぎを使いましょう香取市産木材香取すぎを使いましょう
地産地消、CO2削減、循環型経済形成のため

香取市木材協同組合

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…2日㈬　13時～13時30分
（平成27年11月生）
■10カ月児健診
小見川…9日㈬　13時～13時30分
（平成27年4・5月生）
佐原…23日㈬　13時～13時30分
（平成27年4月生）
■1歳6カ月児健診	
佐原…16日㈬　13時～13時30分
（平成26年8月生）
■2歳児歯科健診
佐原…11日㈮　13時～13時15分
（平成25年9・10月生）
■3歳児健診
小見川…1日㈫　12時30分～12時45分
（平成24年8・9月生）
佐原…15日㈫　13時～13時15分
（平成24年9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。
■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
■ママパパ教室（要申込）
佐原…10日㈭・17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…2日㈬、小見川…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
栗源支所� 2月23日㈫（予約日�2月16日㈫）
市役所� 3月9日㈬（予約日�3月2日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　�2月19日㈮　13時30分～15時30分
　市民活動推進課� ☎（54）1138
　3月18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）
　2月16日㈫、3月1日㈫・15日㈫
　10時～15時
　市民活動推進課� ☎（54）1138
●交通事故相談（要予約）
　3月8日㈫　10時～15時
　環境安全課� ☎（50）1248
●心配ごと相談
　3月3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）
　3月1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）　
　2月17日㈬・18日㈭・24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）
　�2月22日㈪、3月14日㈪� 13時～14時受付
●配偶者からの暴力に関する相談
　来所相談（水曜日）　※要予約
　�電話での相談（月～金曜日）
　9時～17時� ☎（52）9310

■対象　里親制度に興味がある人
■日時　2月20日㈯　14時～16時
■場所　佐原中央公民館2階
■内容　里親制度の案内、現役里親
の体験談
■参加費　無料
千葉県北部地区里親推進委員会
� ☎090（2251）4209
�fosterfamily926@gmail.com

講座・教室

赤十字防災研修会

　香取市赤十字奉仕団と一緒に防災
について学んでみませんか。
■日時　3月13日㈰　10時～15時
■場所　佐原中央公民館
■内容　心肺蘇生法・ＡＥＤ体験、
災害時の炊き出し（ハイゼックス体
験）、身近な日用品で作る防災グッ
ズ作り（ごみ袋カッパ・ふろしきリュッ
ク・新聞紙スリッパ・ペーパータオル
を使ったマスク）
■参加費　無料
香取市赤十字奉仕団事務局（社会

福祉課内）� ☎（50）1209

県立佐原病院健康教室

■日時　2月19日㈮　16時～
■場所　県立佐原病院1階多目的ホール
■内容　お肌の乾燥対策
■講師　同院皮膚排泄ケア認定看護師
■定員　40人
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院� ☎（54）1231

県立東庄県民の森
テニス教室
　子どもから大人まで、初心者も上
級者もお越しください。
■日時　3月12日㈯　
9時30分～15時　受付9時～

親身 近 な 相 談 室 子 と 成 人 の 保 健 3月

問健康づくり課	 ☎（50）1235

■場所　県立東庄県民の森�
■定員　20人程度
■参加費　大人…1,500円、中学生
以下…1,000円
※昼食代、保険料を含む�
■持物　ラケット、運動靴、タオル、
飲み物
県立東庄県民の森管理事務所　
� ☎（87）0393

A31催 し

市役所ロビーコンサート

■日時　2月24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　神

かみ
森
もり
響（オカリナ）、香取純子

（ピアノ伴奏）
■入場料　無料
生涯学習課� ☎（50）1224

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 0.08
府馬小学校 0.06 0.06
新島中学校 0.05 0.05
小見川幼稚園 0.06 0.07
栗源保育所 0.06 0.06

1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。

日新外科胃腸科医院� ☎（54）5977
あいざわクリニック� ☎（55）8001
宇井整形外科医院� ☎（52）3131
布施外科医院� ☎（52）4580
本多病院� ☎（82）3181
根本医院� ☎（54）2823

飯島ペインクリニック� ☎（55）0300
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
榊原医院� ☎（52）2820
馬場医院� ☎（82）2730

2月21日㈰
28日㈰
3月6日㈰
13日㈰
20日㈰
21日㈷

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）
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