
募 集

税務職員(国家公務員）

　人事院では「平成25年度税務職員
採用試験」を行います。
■受験資格
①平成25年4月1日において高等学
校または中等教育学校を卒業した日
の翌日から起算して3年を経過してい
ない人および平成26年3月までに高
等学校または中等教育学校を卒業す
る見込みの人
②人事院が①に掲げる者に準ずると
認める人
■申込書受付期間
◇インターネット　6月24日㈪～7月
３日㈬
※郵送または持参の場合は問い合わ
せください
■試験日
◇第1次試験　9月8日㈰
◇第2次試験　10月17日㈭～25日
㈮のうち、指定する日
佐原税務署総務課 ☎(54)1331

航空科学博物館
航空キッズアート作品

　園児・小学生を対象に、飛行機に
関する絵画、デザイン、工作などを
募集します。審査の結果、優れた作
品には賞品を用意しています。
■募集期限　9月29日㈰まで
■展示期間　11月1日㈮～12月1日㈰
航空科学博物館

 ☎0479（78）0557

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。これらの活動は、多くの皆さ
んの温かい善意によって支えられてい
ます。活動資金へのご協力をお願い
します。
社会福祉課 ☎(50)1209

七草堤防プロジェクト
在来植物の植え付け体験

　植物専門家や中学生と一緒に、生
物多様性に富んだ堤防植生づくりを
体験しませんか。佐原中学校などで育
てた苗を利根川堤防へ植え付けます。

暮らしの情報
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■日時　5月31日㈮　13時30分～
15時 （雨天時　6月7日㈮）
■場所　佐原河川敷緑地の駐車場付近
■参加費　無料
七草堤防プロジェクトとは
　地域の皆さんが協力して、震災で
壊れ復旧した利根川堤防に在来植物
を植え付け、日本の四季が感じられ、
生物多様性に富んだ堤防植生を育て
る取り組み。
5月24日㈮までに公益財団法人河

川財団　中嶋 ☎03(5847)8305
 nakajima-d＠kasen.or.jp

県立香取特別支援学校
一般公開

　県立香取特別支援学校は、知的障
害者や肢体不自由のある子どもたち
が通っています。“来て、見て、知ろう、
香取特別支援学校！”本校の教育や子
どもたち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11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）
5月31日㈮までに県立香取特別支

援学校　野田 ☎（72)2911

県立銚子特別支援学校　
学校公開

■日時　6月18日㈫・19日㈬　9時
20分～11時50分
■場所　県立銚子特別支援学校（銚
子市三崎町3丁目94-1）
■内容　学校施設と授業の公開
県立銚子特別支援学校　保科

 ☎0479（22）0243

県立千葉盲学校
オープンスクール

■日時　6月29日㈯ 9時10分～12
時30分
■場所　県立千葉盲学校（四街道市
大日468-1）
■内容　授業参観、ミニ集会
6月21日㈮までに県立千葉盲学校

 ☎043(422)0231

国保旭中央病院の受け入れ

　「旭市民しか旭中央病院にはかか
れないの？」という質問を受けますが、
旭中央病院では、一部の診療科を除
き、新たに受診を希望する患者（新患）
を受け入れています。紹介状がない
場合、今までどおり、初診料とは別
に2,100円かかります。
　また、紹介状や予約が必要となる
診療科があります。詳しくは問い合
わせください。
■注意点

◇呼吸器内科　旭市民のみを診察
◇眼科　旭市民以外は紹介状が必要
◇救急外来　旭市民および15歳未
満の小児を除く、軽症の患者が時
間外に受診した場合に、保険診療
分とは別に時間外選定療養費として
5,250円かかります
総合病院国保旭中央病院
 ☎0479(63)8111

県立佐原病院耳鼻咽喉科の
外来診療日が増えました

　4月から耳鼻咽喉科に石原靖章医
師が赴任しました。
　週2日から、週4日（月･火･木･金曜
日）の午前となり、外来診療日が増え
ました。
県立佐原病院 ☎(54)1231

催 し

絵本の読み聞かせ

　「語るべぇ栗源」の皆さんと一緒に、
絵本や紙芝居に親しむ、やさしいひと
ときを楽しんでみませんか。
■対象　幼児、小学1・2年生と保
護者
■日時　5月18日㈯　10時～
■場所　栗源保健センター1階機能
訓練室
■参加費　無料
生涯学習課栗源担当 ☎(75)2171

水郷おみがわふな釣り大会

■日時　5月26日㈰　6時～14時　
受付5時30分～（雨天決行）
■受付場所　くろ
べ運動公園ボート
艇庫前
■場所　黒部川
（昭和橋～黒部
大橋）、小堀川（新
開橋～一ノ分目
排水機場）
■計量・表彰式　14時までにくろべ
運動公園ボート艇庫前へ集合し、計
量後、表彰式
■参加費
◇事前受付　大人600円、女性・中
学生以下500円
◇当日受付　大人800円、女性・中
学生以下600円
■その他　参加者全員に豪華なプレ

ゼントがあります。競技方法、審査
方法などは問い合わせください。
■申込　5月25日㈯までに高橋釣具
店、釣具のつくば屋へ。当日は、く
ろべ運動公園（ボート艇庫前）まで
水郷小見川観光協会（商工観光課

内）　 ☎(82)1117

市民ハイキング

■対象　50歳以上の市内在住・在
勤者
■期日　6月22日㈯
■場所　君津市・亀山湖周辺
■定員　70人（先着順）
■参加費　1,000円（保険代など）
5月25日㈯の8時40分から26日㈰

までに小見川スポーツ・コミュニティ
センターへ本人が直接申し込み（本人
含む2人まで）   ☎（83）0101

春季市民ソフトボール大会

■対象　男・女チーム
■日時　6月2日㈰　８時～（予備日
６月９日㈰）
■場所　小見川河川敷運動公園
■参加費　2,000円
※別途登録料1,000円がかかります
■抽選会　5月30日㈭　18時～　
香取市民体育館会議室
5月29日㈬までに体育協会佐原支

部 ☎(55)0003

国土地理院バスツアー

　㈳佐原青年会議所では、「地図の
まち佐原事業」の一環として6月3日の
「測量の日」に合わせ、国土地理院
バスツアーを行います。
■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2日㈰　9時市役所出発
（市役所着は17時予定）
■場所　国土地理院「地図と測量の
科学館」、農研機構「食と農の科学館」
■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（施設周辺に飲食施設
あり）
5月29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

道の駅くりもと
新ジャガ掘ってカレーを作ろう
■日時　6月15日㈯　10時～13時
■場所　道の駅くりもと
■参加費　2,000円（親子1組）
※昼食追加　500円（小学生以下
300円）
■お土産　新ジャガイモ10株
■その他　6月10日㈪から6月下旬ま
で、ジャガイモの収穫体験を行います。
道の駅くりもと ☎(70)5151

…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
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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…5日㈬　13時～13時30分　（平成
25年2月生）
小見川…12日㈬　13時～13時30分　（平
成25年1～2月生）
■10カ月児健診
佐原…26日㈬　13時～13時30分　（平成
24年7月生）
■1歳6カ月児健診
小見川…4日㈫　12時30分～12時45分　
（平成23年10～11月生）
佐原…19日㈬　13時～13時30分　（平成
23年11月生）
■2歳児歯科健診
小見川…14日㈮　12時30分～12時45分　
（平成22年12月～平成23年1月生）
■3歳児健診
佐原…18日㈫　13時～13時15分（平成21
年12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
■四種混合予防接種
■三種混合予防接種
■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
■二種混合予防接種
■ヒブワクチン予防接種
■小児用肺炎球菌予防接種
■子宮頸がん予防接種

各種教室・相談
■離乳食教室(要申込)
佐原…21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・聞こえ」「運
動発達」など、乳幼児期の発達上の、心配
ご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測定などを行い
ます。
小見川…3日㈪　9時30分～10時
佐原…5日㈬　9時30分～10時

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。
健康づくり課 ☎（50）1235

親子と成人の保健（6月）両総用水の路ウォーク

　両総用水の路を巡り、先人たちの
思いや歴史を感じ、国営事業によっ
て新しく生まれ変わった両総用水を学
んでみませんか。米粉関連商品の販
売や昼食時に豚汁のサービス（数量
限定）を予定しています。申し込み不
要で、直接集合場所へお越しくださ
い。
■日時　6月1日㈯ 9時～15時ごろ
受付9時～9時30分（雨天決行）
■集合場所　両総土地改良区佐原出
張所（佐原ホ689）
■内容　約12㎞周回コース（団体歩行）
■参加費　400円（小学生以下は無
料）(保険代込み、農産物のお土産
付き)
■持物　飲み物、弁当、レジャーシー
ト、帽子、タオル、雨具、健康保険
証など
※集合場所には駐車場がないため、
公共交通機関を利用ください
両総土地改良区調査管理課

 ☎0475(52)3145

春の草木染体験

■日時　6月16日㈰　9時30分～正午
■場所　東庄県民の森管理事務所
■内容　県民の森の散策、園内に自
生する草木を使った染物体験
■定員　20人（先着順）
■参加費　300円（材料費代含む）
■持物　ゴム手袋、軍手
県立東庄県民の森管理事務所

 ☎（87）0393

講座・教室

ヘルシークッキング

　糖尿病や高血圧、脂質異常症など
の生活習慣病が増加しています。
　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
◇市内在住の満65歳以下で、健康
や食生活に関心のある人（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）
◇開講式を含め、5回以上参加でき
る人
■講習日程・内容
◇6月13日㈭　開講式、食品衛生
◇7月25日㈭　食事バランスガイド
◇8月22日㈭　メタボリック症候群
◇9月20日㈮　骨密度測定、骨粗しょ
う症予防
◇10月31日㈭　簡単体操で生活習
慣病予防
◇11月22日㈮　がんを予防する食
生活
◇12月12日㈭　簡単おやつ作り、閉
講式
■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

応急手当救命講習会

■日時　6月9日㈰、7月14日㈰　9
時～正午（毎月第2日曜日）
■場所　小見川消防署
■定員　20人（先着順）
※3時間の講習会受講者には「普通救
命講習Ⅰ修了証」を交付
開催月第1日曜日の17時までに次へ
小見川消防署 ☎（83）0119
佐原消防署  ☎（52）4111

県立佐原病院健康教室

■日時　5月23日㈭
　16時30分～
■場所　県立佐原病
院１階多目的ホール
■内容　食べられな
くなったらどうするか
■講師　県立佐原病院内科部長　中
堀進医師
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院 ☎(54)1231

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
市民対象 9時30分～14時 予約は市民活
動推進課（先着10人） ☎（54）1138

山田支所 5月28日㈫ 予約日 5月21日㈫
市役所 6月12日㈬ 予約日 6月5日㈬

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　 5月20日㈪、6月3日㈪　13時30分～
15時30分
　※6月3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21日㈫、6月4日㈫・18日㈫
　10時～15時
　市民活動推進課 ☎（54）1138
●交通事故相談（要予約）
　6月11日㈫　10時～15時
　環境安全課 ☎（50）1248
●心配ごと相談
　6月6日㈭　10時～15時
　社会福祉協議会本所 ☎（54）4410
●農業制度資金定期相談窓口
　（市役所7階701会議室）
　6月4日㈫　9時30分～16時30分
　㈱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29日㈬、6月26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27日㈪、6月10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

身近な相談室

〈広告〉
当番医が変更になる場合もありますので受診前に電話でご確認ください。
☎（83）0800（自動音声でお知らせします）

5月19日㈰ 飯島ペインクリニック 佐原泌尿器クリニック☎(55)0300 ☎(54)3390

6月2日㈰ たもつ内科小児科医院 ☎(55)8123 ☎(55)8001あいざわクリニック

26日㈰ 佐原中央病院 ☎(55)1113 ☎(54)5977日新外科胃腸科医院

月日 外科内科

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。 9日㈰ 鴇田病院 宇井整形外科☎(75)2008 ☎(52)3131

16日㈰ 石橋医院 布施外科医院☎(82)2203 ☎(52)4580
問い合わせ　☎83－2358　倉田

水郷カラオケ歌謡祭チャリティー

入場無料
会場／小見川市民センター
　　　「いぶき館」多目的ホール
日時／6月2日㈰
開場／11時　開演／11時30分
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