
募 集

臨時保育士・調理員
登録者

　市内公立保育所で、保育士または
調理員に欠員などが生じた場合に勤
務できる人（登録者）を募集します。
■対象　保育士の資格または調理師
免許のある55歳くらいまでの健康な人
※詳細は問い合わせください
子育て支援課 ☎（50）1257

お知らせ

千葉県動物愛護センター
動物愛護事業

飼い主探しの会（予約制・無料）
　犬猫をほしい人、あげたい飼い主
との出会いの場です。
■日時　5月11日㈰、6月8日㈰　9
時30分～11時　受付9時～　
※犬猫をあげたい人は、10時～11
時、受付9時30分～
一般譲渡会（無料）
　センターの成犬・成猫を譲渡します。
■日時　4月24日㈭、5月22日㈭、
6月26日㈭　13時30分～15時　受
付13時～13時30分
パピークラス（予約制・無料）
　職員から子犬の飼い方しつけ方を
学び、模範的飼い主を目指します。
参加者には優先的に子犬を譲ります。
■期日　4月26日㈯、5月24日㈯、
6月28日㈯（時間は応相談）
犬のしつけ方教室基礎講座（予約制）
■日時　5月11日㈰、6月8日㈰　13時
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～14時30分　受付12時30分～13時
■定員　20組（先着順、飼い犬は同
伴不可）
■受講料　無料
犬のしつけ方教室実技講座（予約制）
■日時　5月11日㈰、6月8日㈰　14
時～16時　受付13時30分～14時
■定員　20組（先着順、犬同伴でな
い場合はモデル犬で実技を行います）
■受講料　3,000円
千葉県動物愛護センター

☎0476（93）5711

講座・教室

初心者バドミントン教室

■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　5月12日から6月30日まで
の毎週月曜日（全8回）　19時～21時
■場所　小見川東小学校体育館
■定員　30人程度
■参加費　2,000円（高校生1,000
円、小中学生500円）
※保険代、シャトル代など
4月22日㈫までに小見川スポーツ・

コミュニティセンター  ☎（83）0101

リンパセラピー教室

　「疲れスッキリ」「むくみ解消」「毒
素排出」など、体にうれしい効果のあ
るリンパセラピーを体感しませんか。
■対象　市内在住・在勤の成人女性
■日時　5月15日から6月19日まで
の毎週木曜日（全6回）　19時～21時
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」3階小ホール

■定員　20人（最少開催人数10人）
■参加費　無料
■内容　リンパの知識を学びながら、
体内の滞ったリンパ節の循環を改善
し、健康な体づくりを実践実感
■持物　大きめのバスタオル、筆記
用具、水分補給用の飲み物
■服装　動きやすい服装
4月21日㈪から25日㈮までの9時

から17時までに電話で小見川生涯学
習担当 ☎（82）1193

作って遊ぼう教室

■対象 小学生（保護者の参加も歓迎）
■日時　5月10日から毎月第2土曜日
（全11回）　9時30分～11時30分
■場所　山田児童館
■定員 30人（先着順）
■内容 第1回はプラバン工作。第2
回以降は、スライムや静電気実験の
化学あそび、廃材を使った工作など
■参加費　1,000円（材料費、11回分）
山田児童館 ☎（78）1050

前期テニス教室

■日時　5月8日から毎週木曜日（全
10回） 19時30分～21時
■場所　山田中央運動広場テニス
コート
■定員　25人程度（先着順）
■参加費　3,000円
4月18日㈮から29日㈷までに参加

費を添えて山田Ｂ＆Ｇ海洋センター
☎（78）3204

市民テニス講座

■対象　小学生以上
■日時　5月11日㈰　9時～正午　
受付8時45分
■場所　くろべ運動公園テニスコート
■定員　30人（先着順）
■内容　コーチングスタッフによるテ
ニスレッスン
■参加費　1,000円（当日受付で支払い）
4月15日㈫から体育協会佐原支部

☎（55）0003

中国語教室

■日時
◇初級者コース　土曜日　15時40
分～16時50分
◇既修者コース　土曜日　14時20
分～15時30分
◇太極拳コース　土曜日　13時～
14時10分
※毎月3回開催
■場所　佐原中央公民館
■受講料
◇初級・既修者コース　月額3,000円
（テキスト代別途）
◇太極拳コース　月額1,000円
※会員登録が必要（年会費2,000円）
国際交流協会　沖

☎090（4526）4299

応急手当救命講習会

■日時　5月11日㈰、6月8日㈰　9
時～正午（毎月第2日曜日）
■場所　佐原消防署、小見川消防署
■定員　各署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
佐原消防署 ☎（52）4111
小見川消防署 ☎（83）0119

   佐原文協祭
■期日　5月2日㈮～4日㈷
佐原中央公民館
■内容・日時
◇美術展（絵画・書道・文学・写真・
技芸・工芸・造景美術・生け花）
5月2日㈮～4日㈷　9時～17時

※4日は16時まで。生け花展は3日・
4日に開催
◇将棋の集い
5月3日㈷　9時30分～16時
◇茶道の集い
5月4日㈷　10時～15時
※「お抹茶を点てる体験教室」を開催
します。申し込みは、当日会場で先
着50人
■その他　開催期間中、展示会場で
は、書「寿」はがき大カード、竹とん
ぼ、木製玩具、アートフラワーなどの
プレゼントがあります。また、4日㈷は、
3階ロビーにて篠笛やピアノなどによ
るミニコンサート実施（詳細はプログ
ラムをご覧ください）
香取市民体育館武道場
◇囲碁の集い　5月4日㈷　9時30分
～17時
佐原文化協会　髙安

☎090（8581）0932

   小見川文化協会展
■日時　5月3日㈷・4日㈷　9時～
17時（4日は16時まで）
■場所　小見川市民センター「いぶき館」
■展示　俳句・短歌・書道・絵画・写真・
郷土研究・技芸・園芸・茶華道・漢詩・
表装・刻字・陶芸・囲碁対局
■舞台　芸能発表会
■チャリティ販売　技芸・書道・似顔
絵・園芸・表装・刻字作品のチャリティ
販売
■その他　表・裏千家、子どもの手

による茶席
◇場所・参加費　3階和室　200円
小見川文化協会　木内 ☎（82）2475

   山田文化協会展
■日時　5月17日㈯・18日㈰　9時
～17時（18日は16時まで）
■場所　山田公民館
■展示　書道・細字・絵画・盆栽・
山野草
■舞台　芸能発表会（18日のみ）
山田文化協会　奈良 ☎（79）2511

文化の文化の
　　祭典　　祭典

…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…7日㈬　13時～13時30分　（平成
26年1月生）
■10カ月児健診
小見川…14日㈬　13時～13時30分　（平
成25年6～7月生）
佐原…28日㈬　13時～13時30分　（平成
25年6月生）
■1歳6カ月児健診
佐原…21日㈬　13時～13時30分　（平成
24年10月生）
■2歳児歯科健診
佐原…9日㈮　13時～13時15分　（平成
23年11～12月生）
■3歳児健診
小見川…13日㈫　12時30分～12時45分　
（平成22年10～11月生）
佐原…20日㈫　13時～13時15分　（平成
22年11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。
佐原…7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（5月）県立佐原病院健康教室

■日時　4月24日㈭　15時30分～
■場所　県立佐原病院1階多目的ホ
ール
■内容　腰部脊柱管狭窄症の診断と治療
■講師　県立佐原病院　整形外科部長
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院 ☎（54）1231

催 し

いきいき山田
鯉のぼりまつり

　谷津田をわたる風に乗って、橘堰上
空を鯉のぼりが泳ぐ季節となりました。
水辺遊歩道から、あるいは里山の頂
上からの眺望をお楽しみください。
■掲揚期間　4月21日㈪～5月6日㉁
メインイベント
■日時　5月3日㈷　10時～15時　
※雨天時は、4日㈷に順延
■場所　橘ふれあい公園
■内容　ボート乗船体験、佐原張子
などの手作り体験、ふれあい市・地
域交流フェア（地元団体などによる出
店）、ピクニックコンサート（地元団体
による演奏など）、子ども向けイベン
トなど
商工観光課 ☎（50）1212

チャリティ水郷カラオケ
歌謡祭

■日時　5月11日㈰　11時30分～
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」多目的ホール
■入場料　無料
水郷カラオケ会　倉田 ☎（83）2358

市役所
ロビーコンサート

　市役所のロビーを利用した、ロビー
コンサートを開催します。
■日時　4月30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　ドゥビ伊藤オーケストラ
■入場料　無料
生涯学習課 ☎（50）1224

キッズサッカーコミット

■対象　おおむね4歳～7歳の市内
在住者
■期日　6月1日㈰（雨天時は8日㈰）
■場所　佐原河川敷緑地自由広場
■参加費　1人500円
■申込　5月12日㈪までに、各学校、
幼稚園、保育所（園）で配布された申
込書を学校単位で申し込み
サッカー協会　円城寺

☎090（3516）8160

無料相談

千葉労働局による
労働相談

　千葉労働局では、解雇やいじめ・
嫌がらせなど、職場のトラブル解決
のため相談に応じています。
　相談には専門の相談員が応じ、費
用は無料です。その他、助言・指導
制度・あっせん制度などの紹介もし
ます。
千葉労働局総合労働相談コーナー

☎043（221）2303

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

小見川支所   4月22日㈫（予約日 4月15日㈫）
市役所　5月14日㈬（予約日5月7日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　4月18日㈮　13時30分～15時30分
　市民活動推進課 ☎（54）1138
　5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）
　4月15日㈫、5月7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）
　5月13日㈫　10時～15時
　環境安全課 ☎（50）1248
●心配ごと相談
　5月1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　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7階701会議室）
　5月13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）
　4月16日㈬・23日㈬、5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）
　4月28日㈪、5月12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〉

土日祝日も診療。休診日なし

あいざわクリニック
頭痛・めまい・しびれ・脳ドック・健康診断

肺炎球菌予防接種（65歳以上助成金あり）
香取市助成対象（国保40歳以上）の方は
脳ドック23,200円になります。

☎55-8001

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 0.10
府馬小学校 0.05 0.05
新島中学校 0.05 0.06
小見川幼稚園 0.08 0.08
栗源保育所 0.07 0.07

3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。

4月20日㈰ 坂本医院 根本医院☎（52）3381 ☎（54）2823

5月3日㈷ 島崎医院 ☎（55）1221 ☎（55）8001あいざわクリニック

27日㈰ 榊原医院 ☎（52）2820 ☎（54）3390佐原泌尿器クリニック

月日 外科内科

4日㈷ 越川医院 本多病院☎（52）5202 ☎（82）3181

11日㈰ 石井内科医院 根本医院☎（55）1414 ☎（54）2823

29日㈷ 越川クリニック ☎（55）8030 ☎（54）5977日新外科胃腸科医院

5日㈷ 山野病院 布施外科医院☎（55）1225 ☎（52）4580
6日㉁ みやうちクリニック 宇井整形外科医院☎（70）8808 ☎（52）3131

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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