
〈広告〉

あいざわクリニック （毎日受付）

みんな受けてます

日～土曜・祝日，都合の良い日時に受診

特定健診（無料）

☎55-8001

暮らしの情報
2014.AugustInformation

　平成16年度に旧山田町で、町制
施行50周年記念事業の一つとして、
タイムカプセル郵便を実施しました。
　これは当時、全町民を対象に、こ
れまでの思い出や将来に向けての夢
や希望、後世に伝えたいものを手紙
などにつづり、10年後の自分や家
族などに宛て発送するもので、8月

に入り一斉発送しました。
　10年前に記載された住所へ発送
していますので、宛先不明で返却さ
れた郵便は、市で6カ月程度保管し
ます。また、発送の手続きをしたも
のの、まだ届いていない人は、連絡
ください。

問企画政策課　☎(50)1206

■参加費　3,000円
■申込　イベントに参加するには会員
登録と申し込み（9月8日㈪締切）が必
要です。詳しくは、ホームページをご
覧ください
http://www.katori-enmusubi.jp

しあわせアドバイザー
女優 佐藤藍子さん(香取市在住）

　3周年を迎え、しあわせアドバイ
ザーの佐藤藍子さんを招いて「香取神
宮deめぐり逢い♡」を開催します。
■日時　9月20日㈯　13時～18時
■場所　香取神宮
※女性のみＪＲ佐原駅から送迎あり
■定員　男女各30人（応募者多数の場
合は抽選）

かとり縁結び大作戦実行委員会
事務局(企画政策課内) ☎(50)1206

10年の
時を経て

　4月から広告料金が安く
なり長期割引も始めました。
問い合わせ
秘書広報課 ☎(50)1204

広告募集中!

かとり縁結び大作戦　3周年記念イベント

成婚
カップル
17組

結 大作戦 周年記念イベント

♡♡

募 集
市民文化祭参加者
（佐原会場舞台の部）
■対象　市内在住・在学・在勤者、
所在する団体
■期日　10月16日㈭～19日㈰
■場所　小見川市民センター「いぶき
館」多目的ホール
■参加費　無料
※市役所などに設置してある参加募
集要項・申込書をご覧ください
8月15日㈮から29日㈮までに申込

書を生涯学習課 ☎（50）1224

かむ子・のびる子・元気な子
料理コンクールメニュー
■テーマ　健康かみかみ弁当
■内容　千葉県の農水産物を使い、
よくかんで味わえる子ども向けのお
弁当の献立で、食材は1人分500円
前後（未発表の作品に限る）
■応募方法　9月18日㈭までに応募
票で申し込み。応募票は、県歯科衛
生士会事務局にファクスで申し込む
か、ホームページからダウンロード。
（一社）千葉県歯科衛生士会

☎ 043（241）9903
http://www.chiba-dha.net

県立旭高等技術専門校
平成27年度入校生（高等学校推薦）
■募集科目・募集数
◇ＮＣ機械加工科（1年間）…7人
◇自動車整備科（2年間）…10人
■応募資格　平成27年3月に高等学
校卒業見込みで学校長が推薦する人
■募集期間　9月16日㈫～10月3日㈮
■選考日　10月14日㈫
■合格発表　10月21日㈫
県立旭高等技術専門校　

☎0479（62）2508                                     

331お知らせ

9月議会開会

　8月26日㈫から開会予定の9月定
例会を傍聴してみませんか。詳しい
日程、ライブ中継などは、市議会ホー
ムページをご覧ください。
　日程は、変更になる場合がありま
す。傍聴の際は問い合わせください。
議会事務局 ☎（50）1217

佐原市街地地区別
液状化対策事業説明会
■日時・地区　8月24日㈰　9時30
分～　下川岸、13時30分～　船戸
8月31日㈰　9時30分～　水郷町・
寿町、13時30分～　水郷大橋町、
15時30分～　粉名口
■場所　市役所5階大会議室
都市整備課 ☎（50）1232

有害鳥獣捕獲の実施

　市では、有害鳥獣による農作物や
生活環境への被害を防止するため、
地元猟友会の協力のもと、猟銃を使
用した有害鳥獣捕獲を実施します。
期間中、山林に立ち入るときには、
目立つ服装や音の出るものを身に着
けるなどし、自分の存在を周囲に示
し十分に注意してください。
■日時　8月18日㈪～31日㈰　日
の出から日没まで
■場所　山田・栗源地区全域（市街
地を除く）
環境安全課 ☎（50）1248

初代松本幸四郎
生誕340年墓前祭
　初代松本幸四郎墓前祭を、9代目
松本幸四郎氏を招

しょう

聘
へい

し実施します。

■日時　8月24日㈰　11時～11時
30分
■場所　善光寺（小見川377）
■臨時駐車場　小見川支所・割烹 
春本・新町通商店会駐車場を利用く
ださい。
※会場周辺は混雑が予想されますの
で、交通規制を行います
水郷小見川観光協会☎（82）1117

特定計量器の定期検査

　計量法により商取り引きや証明に
使用している特定計量器（はかり）は、
精度を保つために、定期的な検査を
受ける必要がありますので、忘れず
に検査を受けてください。
■検査日（対象地区）・場所
小見川地区
○9月11日㈭　（黒部川右岸地区）
○9月12日㈮　（黒部川左岸地区）
小見川支所車庫棟
山田地区
○9月16日㈫　山田支所車庫棟
栗源地区
○9月17日㈬　栗源支所車庫棟
佐原地区
○9月18日㈭　（香取･香西･津宮･大
倉・東大戸・瑞穂）
○9月19日㈮　（本宿）
○9月22日㈪　（新宿・北佐原・新島）
○9月24日㈬　（新宿）
市役所車庫棟
■時間　10時30分～正午、13時～
15時
■手数料　1台500円～2,800円程度
商工観光課 ☎（50）1212

全国消費実態調査

　全国消費実態調査は、家計の構造
を「所得」「消費」「資産」の３つの側
面から総合的に把握することを目的と
して、9月から11月までの3カ月間、
我が国における家計の収支および貯

蓄・負債、耐久消費財、住宅・宅地
などの家計資産を総合的に調査しま
す。調査票などは該当する世帯へ調
査員が配布します。
企画政策課 ☎（50）1206

危険物取扱者保安講習

■期日　10月3日㈮　
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」
■受付期間　8月25日㈪～29日㈮
香取広域市町村圏事務組合消防本
部予防課 ☎（52）1192

県民手帳の予約受付

　県民手帳2015年版の予約を受け
付けています。千葉県の最新各種統
計資料や各地のイベント情報などが
掲載されています。
■価格　500円
■サイズ　85㎜×145㎜
■色　紺色または黄色
8月25日㈪までに企画政策課　

☎（50）1206

水郷佐原水生植物園
臨時休業  

　平成25～28年度までの4年間の
予定で、年間を通じて楽しめる施設
にするための再整備事業を実施して
おり、本年度は施設の解体および一
部造園工事を行います。工事期間中
の安全確保のため、下記のとおり臨
時休業します。
※平成27年4月からは通常どおり営業
■休業期間　9月1日㈪～平成27年
3月31日㈫
水郷佐原水生植物園 ☎（56）0411

個人事業税　
第1期は9月1日までに納付を
　個人事業税の第1期分の納期限は
9月1日㈪です。納税通知書は8月中

…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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〈広告〉

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

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
26年5月生）
■10カ月児健診
小見川…10日㈬　13時～13時30分
 （平成25年10～11月生）
佐原…24日㈬　13時～13時30分　（平成
25年10月生）
■1歳6カ月児健診
佐原…17日㈬　13時～13時30分　（平成
25年2月生）
■2歳児歯科健診
佐原…12日㈮　13時～13時15分　（平成
24年3～4月生）
■3歳児健診
小見川…2日㈫　12時30分～12時45分　
（平成23年2～3月生）
佐原…16日㈫　13時～13時15分　（平成
23年3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…11日㈭・18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。
小見川…1日㈪、佐原…3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 8月26日㈫（予約日 8月19日㈫）
市役所 9月10日㈬（予約日 9月3日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　 8月20日㈬　13時30分～15時30分
　市民活動推進課 ☎（54）1138
　 9月19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）
　8月19日㈫、9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）
　9月9日㈫　10時～15時
　環境安全課 ☎（50）1248
●心配ごと相談
　9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 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3階302会議室）
　9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）　
　8月27日㈬、9月2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）
　 8月25日㈪、9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

旬に送付しますので、早めに最寄り
の金融機関などで納めてください。
　個人事業税の納税は口座振替を利
用すると便利です。
香取県税事務所 ☎（54）1314

県立佐原病院健康教室

■日時　8月28日㈭　17時～
■場所　県立佐原病院1階多目的
ホール
■内容　万一のために覚えよう！胸部
圧迫法（閉胸式心マッサージ）
■講師　県立佐原病院麻酔科医師
（副院長）
■参加費　無料（予約不要）
■服装　軽い運動のできる服装
県立佐原病院 ☎（54）1231

231催 し

小見川はんなり市

　小見川駅前通りを歩行者天国にし、
ステージでは各種団体のアトラクショ
ンや抽選会を開催します。
■日時　8月23日㈯　15時～20時
（車両通行止め　正午～21時）
■場所　小見川駅前通り（駅前十字
路～大坂屋燃料店前）
小見川はんなり市実行委員会（香

取市商工会内） ☎（82）3307

市役所ロビーコンサート

■日時　8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　小川晃

あき

世
よ

、植田陽
はる

香
か

（声楽）
■入場料　無料
生涯学習課 ☎（50）1224

11221224
2014年8月じゅうべえの世界
（ヘブンアーティスト・東京都公認大道芸人）

　戦争、公害、原発、生死（安楽死・
少欲知足）の問題を一緒に考えてみま
せんか。
■日時　8月31日㈰　13時30分～
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」3階小ホール

■内容　二度と（紙芝居）、高瀬舟（語
り）、みなまた海のこえ（一人芝居）
■入場料　1,300円（中学・高校生は
500円）
じゅうべえ ☎090（5813）9106

1224講座・教室

今日から始める韓国語教室

■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　9月18日から11月27日まで
の毎週木曜日（全10回）　14時～16時
（10月30日を除く）
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」3階304研修室
■内容　ハングル文字の読解と簡単
な会話、韓国の文化
■定員　30人（初めての人優先で先
着順、最少開催人数10人）
■参加費　テキスト代2,484円（初回
教室開催時に集金）
8月18日㈪から22日㈮までに電話

で小見川生涯学習担当 ☎（82）1193

後期テニス教室

■日時　9月4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（前期テニス教
室を受講している人は2,000円）
8月19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

親身 近 な 相 談 室 子 と 成 人 の 保 健 9月
問健康づくり課　☎(50)1235

佐原泌尿器クリニック ☎(54)3390
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

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
石橋医院 ☎(82)2203
馬場医院 ☎(82)2730

 8月17日㈰
24日㈰
31日㈰
9月7日㈰
14日㈰
15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 0.08 0.07
栗源保育所 0.06 0.07

7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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