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借金の整理 不動産・建築

離婚・相続自己破産 過払金回収

（完全予約制）
問合せ・ご予約は

平日夜間対応可
秘密厳守0299-91-1171

神栖ひまわり基金法律事務所
弁護士 瀧 智英・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

〈広告〉

移動火葬車による出張火葬

ペットセレモニー　忘れな草
粉骨加工(無料)が好評です

代　表　長谷川　勲
所在地　神栖市矢田部2883番地

365日24時間対応

出張費
無　料

URL  http://yanohase.com/
☎0479-21-7040

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

特定健診（無料）
日曜～土曜・祝日・毎日可

☎55-8001

暮らしの情報
2014.JulyInformation

　手作りお化け屋敷で恐怖を体験！
泣かずにゴールできるかな？
　18歳以下のお子さんは必ず保護者
同伴で参加してください。
■日時　8月8日㈮　
◇受付・映画会　18時30分～
◇きもだめし　19時～20時

■場所　山田児童館
■参加費　無料
きもだめし大会実行委員募集
　お化け屋敷のセットを作ってくれる
人、お化けになって人を驚かせたい
人集まれ！
■対象　小学4年生～中学生、高校生
■日時　
◇準備 8月2日㈯　9時30分～11
時30分、5日 ㈫・6日 ㈬　13時30
分～16時
◇当日 8月8日㈮　17時～20時
■場所　山田児童館
■募集数　10人程度（4日間とも参加
できる人優先）

問山田児童館　☎(78)1050

募 集

幼児教室ボランティア

　夏休み期間中、2～4歳のお子さん
が集まる幼児教室で、夏祭りや流し
そうめんのお手伝いをしてくれる人を
募集します。
■対象　小学3年生～高校生
■日時　
◇幼児教室　8月13日㈬・20日㈬・
27日㈬　9時～正午
◇前日準備　8月12日㈫・19日㈫・
26日㈫　13時30分～16時
■場所　山田児童館
■募集数　10人程度（1日のみの参加
も可）
　山田児童館　 ☎（78）1050

わが家の犬・猫
写真コンクール作品
　優秀作品15点を9月に行われる動
物愛護週間イベント会場に展示し、表
彰式を行います。また、優秀作品の
中から数点を機関紙に掲載します。
■応募作品　飼育している犬・猫の
写真（3枚まで）にしつけなど適正飼育
のコメント（400字原稿用紙1枚以内）
を添えたものを対象とします。
　写真サイズはＬ判とし、全ての写真
の裏面に住所・氏名・電話番号を記
入してください。
※応募作品は原則として返却しません
■応募資格　県内在住者（プロ・アマ・
年齢不問）

　8月31日㈰までに〒260-0001 千
葉市中央区都町463-3 （財）千葉県動
物保護管理協会 ☎043（214）7814

成田空港周辺地域の共栄に
つながる協働事業  

　選定された事業は、事業実施団体
と共生・共栄会議の共栄ワーキング
グループが協働で実施します。
■対象事業　成田空港周辺地域の地
域振興、観光振興または景観形成な
どにつながる事業であって、対象地域
のうち２市町以上を含む事業とします。
◇対象地域…香取市、成田市、富里
市、山武市、多古町、芝山町、横
芝光町、栄町、神崎町
■対象団体　法人格のある民間団体
とこれに準ずる組織体制があると認
められる任意団体で、過去1年以上
の活動実績と、かつ、応募に係る事
業（同様の事業を含む）の実施実績の
ある団体とします。
■実施期間　11月1日㈯～平成28
年2月29日㈪
■負担金の交付額　1事業に対し
100万円以下
■選定事業数　合計2事業を選定
※1団体1事業
■募集期間　7月15日㈫～ 8月25日㈪
成田空港地域共生・共栄会議 

☎0476（32）2035
http://www.narita-kyousei.gr.jp/

331お知らせ

甲種防火管理者
資格取得講習会
■日時　8月20日㈬　10時～16時50
分、21日㈭　9時50分～15時40分
※2日間の講習が必要
■場所　横芝光町文化会館集会室
（横芝光町横芝922-1）
■定員　150人
■受講料　6,170円
■受付期間　7月29日㈫・30日㈬
■申込　管内消防署（所）で配布する
申込書に記入し、㈳千葉県消防設備
協会（千葉市中央区仁戸名町666-2 
消防会館内）へ持参またはファクス

☎043（268）6033
043（268）7129

香取広域市町村圏事務組合消防本
部予防課 ☎（52）1192

中小企業退職金共済制度

　中小企業退職金共済制度は、中小
企業で働く従業員のための外部積立
型の国の退職金制度です。
　掛金助成や掛金の非課税など有利
な特典があり、安全、確実です。
　加入したい事業所は、問い合わせ
ください。
中小企業退職金共済事業本部　

☎03（6907）1234

病害虫のまん延防止

　沖縄県、奄美群島、トラカ列島、
小笠原諸島には、本州には生息しな
い、サツマイモやかんきつ類などの
作物に害を及ぼす病害虫が発生して
います。
　これらの病害虫が本州に侵入する
と、大きな被害を受けることが予想さ
れるため、サツマイモやかんきつ類は
法律によって本州への持ち込みが規
制されています。
　旅行で該当する地域に出かける人
は、現地の植物などを持ち帰らない
ようにご注意ください。
横浜植物防疫所千葉出張所　

☎043（242）8401

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　7月30日㈬、8月20日㈬
13時～14時30分　受付12時30分～

■定員　各30組
■受講料　無料
◇実技講座
■日時　7月31日㈭、8月21日㈭　
9時30分～11時30分　受付9時～
■定員　各30組
■受講料　3,000円
パピークラス（予約制・無料）
　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　7月26日㈯、8月23日㈯、
9月27日㈯
親子体験教室（予約制・無料）
　親子で犬のしつけにチャレンジなど。
■対象　小学4年生から6年生までの
児童とその保護者
■日時　8月6日㈬・7日㈭・13日㈬・
14日㈭
■定員　各5組程度
※8月1日㈮から各開催日前日まで受付
一般譲渡会（無料）
　センターの成犬・成猫を譲渡します。
■日時　7月24日㈭、8月28日㈭、
9月25日㈭　13時30分～15時　受
付13時～
飼い主探しの会（予約制・無料）
　犬猫のほしい人とあげたい飼い主
さんとの出会いの場です。
■日時　8月10日㈰、9月7日㈰
◇犬猫のほしい人　9時30分～11
時　受付9時～9時30分　
◇犬猫をあげたい人　10時～11時
　受付9時30分～10時
千葉県動物愛護センター

☎0476（93）5711

総合病院国保旭中央病院
紹介状をお持ちください
　国は医療機関の役割分担を推奨し
ており、当院のような500床以上の
病院は、紹介患者さんを中心とした
診療を行うよう求められています。
　健康上の不安がある時にはまずか
かりつけ医に相談してください。その
上で、より専門的な検査や治療が必
要となった場合には、かかりつけ医か
らの当院あての紹介状を持って旭中
央病院を受診してください。
　また、当院での治療が終わり、病
状が安定した患者さんには「紹介患者
センター」にてお近くの医療機関への
逆紹介を行っていますのでご協力くだ
さい。
総合病院
国保旭中央病院
☎0479（63）8111

…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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「人間と人生の探求」

著者　香　取　恒　夫

電子書籍

キンドル、コボなどの各電子書店から配信
人間の存在について根本的に探求

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
小見川…6日㈬　13時～13時30分　（平
成26年3～4月生）
■10カ月児健診
佐原…27日㈬　13時～13時30分　（平成
25年9月生）
■1歳6カ月児健診
小見川…5日㈫　12時30分～12時45分　
（平成24年12月生・平成25年1月生）
佐原…20日㈬　13時～13時30分　（平成
25年1月生）
■2歳児歯科健診
小見川…8日㈮　12時30分～12時45分　
（平成24年2～3月生）
■3歳児健診
佐原…19日㈫　13時～13時15分　（平成
23年2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
■離乳食教室（要申込）
佐原…29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…6日㈬
小見川…4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
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 7月22日㈫（予約日 7月15日㈫）
市役所 8月6日㈬（予約日 7月30日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　 7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
　 8月20日㈬　13時30分～15時30分
　市民活動推進課 ☎（54）1138
●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）
　7月15日㈫、8月5日㈫・19日㈫
　10時～15時
　市民活動推進課 ☎（54）1138
●交通事故相談（要予約）
　8月12日㈫　10時～15時
　環境安全課 ☎（50）1248
●心配ごと相談
　8月7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6階603会議室）
　8月5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）　
　7月16日㈬、8月5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）
　 7月28日㈪、8月11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

1442講座・教室
やさしい工作教室　
ペンギン貯金箱
　かわいいペ
ンギンを作って、
楽しくお金を貯
めよう。
■対象　幼児
（3歳以上）と保
護者、小学生
■日時・場所　
◇第1回　7月25日㈮　14時～15
時30分　小見川市民センター「いぶ
き館」3階創作室
◇第2回　8月9日㈯　10時～11時
30分　佐原中央公民館2階和室（ま
こも・さつき）
■定員　各20人程度
■参加費　無料
■申込　第1回は小見川図書館、第
2回は佐原中央図書館へ申し込み
小見川図書館 ☎（80）0511

佐原中央図書館 ☎（55）1343

県立佐原病院健康教室

■日時　7月24日㈭　16時～
■場所　県立佐原病院1階多目的ホール
■内容　薬の疑問Ｑ＆Ａ
■講師　県立佐原病院薬剤部技師
■参加費
無料（予約不要）
県立佐原病院

☎（54）1231

働きたい高齢者のための
講習会
■対象　県内在住の55歳以上で現
在仕事に就いていない人
■応募の条件
◇ハローワークが発番した有効期限
内の求職者番号を保有していること
◇受講者選考前に実施の個別相談に
参加できること（会場・日程は応募後
別途連絡）
◇修了日以降に開催する合同面接会
に参加できること
■参加費　無料
■内容
◇講習名　ハウスクリーニング（家事
援助）講習
◇講習日時　9月2日㈫～25日㈭の
うちの7日間　9時30分～16時30分
◇定員　12人（応募者多数時は選考）
◇場所　銚子市中央地区コミュニテ
ィセンター（銚子市新生町2）

8月11日㈪までに 〒260-0013千
葉市中央区中央3-9-16 （公社）千葉
県シルバー人材センター連合会　

☎043（227）5112

231催 し

千葉ロッテマリーンズ
無料観戦バスツアー
■対象　市内在住の4歳から小学生
以下の子どもと保護者（子ども1人に
つき保護者1人無料）
■期日　9月20日㈯
■場所　ＱＶＣマリンフィールド
■試合　オリックス戦
■定員　80人（子ども40人、保護者
40人）（先着順）
■集合場所　市役所、小見川市民セ
ンター「いぶき館」
■特典　①グラウンドでのオープニン
グダンスに参加 ②抽選で選手サイン
色紙、グッズプレゼント（子どものみ）
■申込　ホームページから申し込み
http://www.katori-marines.com
千葉ロッテマリーンズ
香取後援会
飯田（平日9時～18時）
☎（82）7666

市役所ロビーコンサート

■日時　7月23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　片野 聡（篠笛）
■入場料　無料
生涯学習課 ☎（50）1224

親身 近 な 相 談 室 子 と 成 人 の 保 健 8月
問健康づくり課　☎（50）1235

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
佐原泌尿器クリニック ☎(54)3390

島崎医院 ☎(55)1221
越川医院 ☎(52)5202
山野病院 ☎(55)1225
みやうちクリニック ☎(70)8808
石井内科医院 ☎(55)1414
飯島ペインクリニック ☎(55)0300

7月20日㈰
21日㈷
27日㈰
8月3日㈰
10日㈰
17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）

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 0.10 0.09
府馬小学校 0.05 0.05
新島中学校 0.07 0.07
小見川幼稚園 0.07 0.07
栗源保育所 0.07 0.07

6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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