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■日時　10月13日㈷まで　9時～16時
■場所　与田浦十二町歩（ＪＲ鹿島線
十二橋駅そば）
■入園料・駐車場　無料（車いすでの入
場可）
■イベント
◇先着250人に新米こしひかりをプレゼ
ント…9月15日㈷　
◇餅つき大会…9月15日㈷　11時～正
午
◇昔遊びの体験…9月21日㈰・28日㈰
10時～正午　無料
◇ぐるっと与田浦舟遊び“水辺の動植物
とのふれあい・ときめき”
○乗船料　大人1,000円、小学生600円 

　コスモスまつり期間中に、遊覧船が水
の郷さわらとコスモスまつり会場を往復
します。船から利根川・水路を満喫しま
せんか。
■日時　10月13日㈷まで　10時発、
13時30分発　往復約3時間
※土・日曜日、祝日のみ運航
■コース　水の郷さわら～コスモスまつ
り会場～水の郷さわら
■定員　各10人
■料金　大人1,500円、小学生800円

問ＮＰＯ法人香取市与田浦を考える会
☎（56）3737　☎090（2336）2285

問水の郷さわら　☎（52）1138

331お知らせ

介護家族のつどい
（白ゆりの会）
■対象　認知症の人を介護している
家族など
■日時　9月19日㈮　13時30分～
15時30分
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」3階301研修室
■内容　介護の相談・悩み・不安の
解消・情報交換
佐原地域包括支援センター

☎（50）1231

危険物取扱者試験

■種類　甲種・乙種（全類）・丙種
■試験日　11月30日㈰
■試験会場　千葉科学大学（銚子市）
■受付期間
◇書面受付　9月19日㈮～10月7日㈫
◇電子受付　9月16日㈫～10月2日㈭
http://www.shoubo-shiken.or.jp

■願書配布場所　香取広域市町村圏
事務組合消防本部予防課、消防署、
分署、分遣所、出張所
※消防本部では願書を配布するのみ
〒260-0843　千葉市中央区末広
2-14-1　消防試験研究センター千葉
県支部 ☎043（268）0381

試験に伴う受験者講習会
■期日　10月9日㈭
■場所　銚子市市民センター（銚子市）
香取広域市町村圏事務組合消防本

部予防課 ☎（52）1192

オータムジャンボ
宝くじ発売
　1等前後賞合わせて3億9千万円。
この宝くじの収益金は、市町村の明
るいまちづくりや、環境対策、少子
高齢化への対応など地域住民の福
祉向上のために使われます。購入は、
ぜひお近くの宝くじ売り場で。
■発売期間　9月19日㈮～10月10日㈮
■発売方法　全国の宝くじ売場。通
信販売でも購入できます
■抽選日　10月17日㈮
■発売単価　1枚300円
（公財）千葉県市町村振興協会　

☎043（311）4162

1442講座・教室

働きたい高齢者のための
講習会
■対象　県内在住の55歳以上の人
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
■内容
◇講習名　マンション・ビル清掃技
能講習
◇講習期間　11月7日㈮から18日㈫
までのうち6日間　10時～17時
◇定員　12人（応募者多数時は選考）
◇場所　水の郷さわら
■参加費　無料
10月10日㈮までに（公社）千葉県

シルバー人材センター連合会　
☎043（227）5112

体よろこぶ！
リンパセラピー教室Ⅱ
■対象　市内在住・在勤者で成人女
性（初めての人優先）
■日時　10月1日から11月5日まで
の毎週水曜日（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
■内容　リンパの知識を学び、体内
の滞ったリンパ節の循環を図る
■定員　20人（最少開催人数10人）
■参加費　無料
■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
9月16日㈫から18日㈭までに小見

川生涯学習担当  ☎（82）1193

県立佐原病院健康教室

■日時　9月25日㈭　16時～
■場所　県立佐原病院1階多目的ホール
■内容　歯科治療（インプラント）
■講師　県立佐原病院歯科医師
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院 ☎（54）1231

初級手話講習会

■日時　10月14日㈫から（全10回）
13時30分～15時30分
■場所　佐原中央公民館
■定員　30人
■参加費　無料
10月8日㈬までに香取市社会福祉

協議会本所　
　 （54）4797　☎（54）4410

千葉県災害対策
コーディネーター養成講座
■対象　防災に関心があり、3日間
受講できる人
■日時　10月10日㈮～12日㈰　9
時30分～16時30分
■場所　船橋市浜町公民館（船橋市
浜町2-1-15）

■内容　地域での防災知識の普及促
進や大規模災害発生時にボランティ
ア団体などとの連絡調整を担える人
を養成します
■定員　50人（申込多数時は抽選）
■申込　9月26日㈮までに申込用紙
を郵送、ファクス、またはメールで 
〒260-8667 県防災政策課
※申込用紙はホームページからダウ
ンロード、または申込先に請求してく
ださい
http://www.pref .ch iba. lg . jp/

bousaik/event/2014/20141010.html
bousai-ev＠mz.pref.chiba.lg.jp
 043（222）5208
県防災政策課 ☎043（223）2176

231催 し

1224道の駅水の郷さわら「秋の大収穫祭」

■日時　9月27日㈯・28日㈰（雨天
決行）　9時～16時
■場所　道の駅水の郷さわら
■内容　新米の試食や野菜の詰め放
題、ガラポン抽選会など楽しい企画
が盛りだくさん
道の駅水の郷さわら出荷者協議会

事務局 ☎（52）1138

子ども会オータム
ファミリーコンサート
　銚子商業高校と山田中学校吹奏楽
部による音楽鑑賞会です。家族みんな
で素敵な音楽をお楽しみください。
■日時　9月23日㈷　14時～16時
開場13時30分
■場所　山田公民館ホール
■入場料　無料
香取市子ども会育成連合会（生涯

学習課内） ☎（50）1224

友好都市喜多方市の消費者
交流ツアー参加者
　福島県喜多方市では、グリーン・
ツーリズムを推進するとともに東日本
大震災による風評被害を払拭するた
めに消費者交流ツアーを企画しまし
た。
■対象　市内在住者
■期日　11月8日㈯・9日㈰　1泊2

…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

水郷・利根川遊覧船

秋風にそよぐ300万本の可憐な花秋風秋風秋風秋風秋風秋 にそにそにそにそよぐよぐよぐよぐよ 30300万0万万本の本の本の可憐可憐可憐憐な花な花な

与田浦コスモスまつり与田浦コスモスまつり

　コスモス摘み取り（無料）や完熟イチジクの摘み取り体験（要予約）など見所　コスモス摘み取り（無料）や完熟イチジクの摘み取り体験（要予約）など見所
満載です。また、期間中は朝採り野菜、米、餅など地域の名産品販売を行います。満載です。また、期間中は朝採り野菜、米、餅など地域の名産品販売を行います。

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

　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!
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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、山田…山田支所、栗源…栗
源保健センター
※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…1日㈬　13時～13時30分　（平成
26年6月生）
小見川…8日㈬　13時～13時30分　（平
成26年5～6月生）
■10カ月児健診
佐原…22日㈬　13時～13時30分　（平成
25年11月生）
■1歳6カ月児健診
小見川…7日㈫　12時30分～12時45分　
（平成25年2～3月生）
佐原…15日㈬　13時～13時30分　（平成
25年3月生）
■2歳児歯科健診
小見川…10日㈮　12時30分～12時45分　
（平成24年4～5月生）
■3歳児健診
佐原…21日㈫　13時～13時15分　（平成
23年4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
■水痘予防接種

各種教室・相談
■離乳食教室（要申込）
佐原…31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…1日㈬、山田…2日㈭、栗源…3日㈮
小見川…6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

小見川支所 9月24日㈬（予約日 9月17日㈬）
市役所 10月8日㈬（予約日 10月1日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　 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
　 10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）
　9月16日㈫、10月7日㈫・21日㈫
　10時～15時
　市民活動推進課 ☎（54）1138
●交通事故相談（要予約）
　10月14日㈫　10時～15時
　環境安全課 ☎（50）1248
●心配ごと相談
　10月2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605会議室）
　10月7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）　
　9月17日㈬・24日㈬、10月7日㈫・22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）
　 9月22日㈪、10月27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

日、農産物などのお持ち帰りあり
■内容　会津若松観光、きたかた農
業まつり見学、化石発掘体験または
酒蔵見学などを予定
■宿泊先　農家民宿
■定員　40人（先着順、最少催行人
数20人）
■参加費　大人5,000円、3歳以上
小学生以下3,000円（3歳未満は無
料）
■企画・実施　㈱農協観光千葉支店
■申込締切　10月6日㈪
Ｎツアーコールセンター
 ☎0570（076）888
企画政策課 ☎（50）1206

1206小見川出前寄席

■日時　10月18日㈯　14時～
■場所　よろず亭（小見川駅前通り）
■出演者
◇前座　柳家さん坊
◇二つ目　習志野ごんべえ
◇色物　のだゆき
◇真打　柳家小

こ え ん じ

袁治
■前売り券　1,200円（9月18日㈭か
ら香取市商工会で販売）
香取市商工会

☎（82）3307

なかよし動物フェスティバル
2014
■日時　9月20日㈯　10時～15時
■場所　千葉県動物愛護センター
（富里市御料709-1）
■内容　動物愛護教室、動物愛護
紙芝居、乗馬体験、地元特産品販売、
チーバくんと写真撮影など
※「乗馬体験」は体験人数に限りあり
千葉県動物愛護センター　

☎0476（93）5711

みずほふれあいセンター
まつり
■日時　9月27日㈯・28日㈰（雨天
実施）　9時30分～15時
■場所　みずほふれあいセンター
※駐車場が狭いため、乗り合わせ、ま
たは、自転車・徒歩で来場ください
■内容
◇27日　手編み物・実用書道・生け
花・和紙ちぎり絵・押し花教室の皆
さんの作品展示、手編み物と和紙ち
ぎり絵の体験コーナー（先着順で毛
糸のたわしなどをプレゼント）、古本
市、そば打ち名人による手打ちそば
の限定販売

親身 近 な 相 談 室 子 と 成 人 の 保 健 10月
問健康づくり課　☎（50）1235

◇28日　展示発表、カラオケ、フラ
ダンス教室の受講生とサークルの皆
さんによる舞台発表
みずほふれあいセンター　

☎（54）6963

香取圏域ふれあいまつり

　障害のある人たちと地域の皆さん
との交流会を行います。
■日時　10月5日㈰　10時～16時
■場所　神崎ふれあいプラザ（神崎町）
■入場料　無料
ＮＰＯ法人香取の地域福祉を考える
会　　　　　　　　　☎（52）3888

秋季テニス大会

■日時　10月19日㈰（予備日26日
㈰）　8時30分～、受付8時15分～
■場所　くろべ運動公園テニスコート
■種目　男子・女子ダブルス
■定員　男女合わせて24ペア（先着順）
■参加費　ペアで2,000円（高校生
以下一人500円、当日受付支払い）
9月16日㈫（ペアの双方が市外の

場合は26日㈮）から体育協会佐原支
部 ☎（55）0003

市役所ロビーコンサート

■日時　9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　香取ガットクラブ（クラシック
ギター）
■入場料　無料
生涯学習課 ☎（50）1224

本多病院 ☎(82)3181
根本医院 ☎(54)2823
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
佐原泌尿器クリニック ☎(54)3390
布施外科医院 ☎(52)4580
本多病院 ☎(82)3181

馬場医院 ☎(82)2730
坂本医院 ☎(52)3381
榊原医院 ☎(52)2820
越川クリニック ☎(55)8030
島崎医院 ☎(55)1221
みやうちクリニック ☎(70)8808
山野病院 ☎(55)1225
越川医院 ☎(52)5202

9月15日㈷
21日㈰
23日㈷
28日㈰

10月5日㈰
12日㈰
13日㈷
19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 0.09 0.09
府馬小学校 0.05 0.05
新島中学校 0.05 0.05
小見川幼稚園 0.07 0.07
栗源保育所 0.06 0.06

8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。

あいざわクリニック （毎日受付）

今月末までです

日～土曜・祝日，都合の良い日時に受診

特定健診（無料）

☎55-8001

平成26年9月15日暮らしの情報 6広報かとり
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