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■イベント案内
野点
◇日時　4月4日㈯・5日㈰　10時～
◇場所　清風荘
路上パフォーマンス
◇日時　4月5日㈰　11時～
◇場所　案内所前
◇出演　おみが和

わ
よさこい会“和

わ き
気

藹
あいあい
藹”、オミザイル

お花見コンサート
◇日時　4月5日㈰　正午～
◇場所　噴水広場
◇出演　小見川吹奏楽団、おみが和
よさこい会“和気藹藹”、オミザイル、
ピア・ダンス研究会、ハラウ・フラ・
オ・ナヘナヘ・メレアナ、HIDEKI�
Number

公園（諏訪）と香取神宮、両
総用水両岸では、4月1日㈬

から15日㈬まで「佐原のさくら祭り」を
開催します。
　夜は、大小のぼんぼりでライトアッ
プされた夜桜をご覧いただけます。

終日車両進入禁止区域

車両進入規制

一方通行指定区域

分郷青年館
真福寺

卍  

 

歩行階段 

歩行階段 

第一駐車場（20台） 

城山案内所
警備本部

清風荘  

小見川高等学校

水　道
事務所

 

忠霊塔 

  

県道成田・小見川・鹿島港線 

国道３５６号線 

 

 

小見川中学校

佐原方面 

銚子方面 

神栖方面 

成田方面 

山田方面 

成田線 

終日車両
進入禁止 
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（高校坂下から分郷青年館付近）
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〈交通規制図〉

一方通行（城山下道路）
3月29日（日）、4月4日（土）・5日（日）

10時～17時

■交通規制　3月29日㈰、4月4日㈯・5日㈰は、下図のとおり実施

佐原のさくら祭り

4月1日㈬～15日㈬

川に出て桜を見ながらカヌー
でツーリングをします。

■対象　カヌー経験者
■日時　4月5日㈰　10時45分～16
時（小雨決行）
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■定員　35人（先着順）
■参加費　500円
■持物　着替え、タオル、保険証（コ
ピー可）、防寒防水用雨具、弁当、
飲み物、手袋、濡

ぬ
れてもいい靴（ビー

チサンダル不可）
■その他　
◇小学4年生以下の参加希望者は、
保護者との2人乗りとなります（幼児
の参加不可）
◇初心者は、「やさしいカヌー基礎編
（3月29日㈰開催）」に参加してくだ
さい（詳細は問い合わせください）

商工観光課　☎（50）1212

桜満開　春うららかに　山を彩る

水郷佐原観光協会　☎（52）6675

県立水郷小見川少年自然の家
� ☎（82）1343

※無料シャトルバス…4月4日㈯・5日㈰の10時から17時までは、小見川支所から無料シャトルバスを運行

水郷おみがわ
　　桜つつじまつり

4月1日㈬～5月10日㈰

花
はないかだ

筏をすすむ水上散歩

随一の桜の名所、小見川城山公園。城山公園案内所周辺や赤橋周辺など
は、約1,000本のぼんぼりでライトアップされ、幻想的な夜桜も楽しめます。

※ライトアップは3月26日㈭から2週間程度

カヌーミニツーリング
「お花見編」

TEL.（82）2941  小見川駅前  火曜定休

10％還元セール10％還元セール
（クレジットカードの場合は6%還元）

期間　3/1～3/30
•アルビオン
•イグニス
•エレガンス
•ディシラ

•クレ･ド･ポー･ボーテ
•ベネフィーク
•キリョウ
•マキアージュ　等々

取扱いブランド

秘密厳守・夜間対応可問合せ0299-91-1171
神栖ひまわり基金法律事務所

弁護士 瀧　 智英（茨城県弁護士会所属）
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

借 金 の 整 理 離 婚 ・ 相 続

金 銭 問 題

不 動 産・建 築各種民事・家事事件

破 産 過 払 金

使われなくなったご愛用の品々

～処分してしまう前に､生かしてみませんか?～

印旛郡栄町にあるお店です｡ご相談､お待ちしています｡

大切に買取させて頂きます｡

カメラ オーディオ 楽器 パソコン 無線機 靴 洋服 バッグ 引出物
アクセサリー 腕時計  釣り具 レコード･CD ホビ-品 アンティーク品

ハードオフ安食店 0476-80-1236

北総

佐原

黒部

ウオーキング教室

■日時　4月4日㈯　9時～正午（雨天中止）
■集合場所　小見川支所前（当日受付）
■参加費　300円（保険・資料代）
■服装　運動のできる服装　
東総歩こう会　小早志�☎（54）2467

231催 し
小見川文化協会写真部　
初心者グループ写真展

■日時　3月24日㈫～29日㈰　9時
～17時（初日は13時から、最終日は
16時まで）
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」1階市民ギャラリー
■内容　一般写真とテーマ写真「音」
小見川文化協会写真部　黒田
� ☎（83）1520

募 集
川の駅水の郷さわら　
ボランティア
　川の駅の河川防災教育展示室での
河川事業、地域の歴史・文化・自然・
防災などの案内ボランティアを募集し
ます。
■期間　4月～6月（火曜～日曜日）
■時間　9時～16時30分
■場所　川の駅水の郷さわら
■内容　河川防災教育展示室の案内
業務
川の駅水の郷さわら�☎（52）1138

1442講座・教室

県民公開講座

■日時　3月22日㈰　9時50分～
10時50分　受付9時20分～
■場所　京葉銀行文化プラザ6階（千
葉市中央区富士見1丁目3-2）
■内容　脊椎手術の最前線（腰曲が
り矯正術から最新の内視鏡手術まで）
■講師　国保小見川総合病院　脊椎
センター長　清水純人氏
■参加費　無料（先着150人）
三愛記念病院内事務局　伊橋　

☎043（246）2271

県立佐原病院健康教室

■日時　3月26日㈭　17時～
■場所　県立佐原病院1階多目的ホール
■内容　胃の病気とヘリコバクター
ピロリ菌
■講師　県立佐原病院　内科部長
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院� ☎（54）1231

応急手当救命講習会

■日時　4月12日㈰、5月10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日曜の17時までに次へ
佐原消防署� ☎（52）4111
小見川消防署� ☎（83）0119

…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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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
源市民センター「さつき館」
※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12月生）
小見川…8日㈬　13時～13時30分　（平成
26年11～12月生）
■10カ月児健診
佐原…22日㈬　13時～13時30分　（平成
26年5～6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8～9月生）
佐原…15日㈬　13時～13時30分　（平成
25年9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10～11月生）
■3歳児健診
佐原…21日㈫　13時～13時15分　（平成
23年10月生）

妊婦歯科検診（要申込）

佐原…24日㈮　13時～13時10分　

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。
■ヒブワクチン予防接種
■小児用肺炎球菌予防接種
■4種混合予防接種
■ＢＣＧ予防接種
■麻しん風しん混合（ＭＲ）予防接種
■水痘予防接種
■日本脳炎予防接種
■2種混合予防接種

各種教室・相談
■離乳食教室（要申込）
佐原…24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� 3月24日㈫（予約日�3月17日㈫）
市役所� 4月8日㈬（予約日�4月1日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　�3月20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
　�4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）
　3月17日㈫、4月7日㈫・21日㈫
　10時～15時
　市民活動推進課� ☎（54）1138
●心配ごと相談
　4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� 8時30分～17時15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）
　4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）　
　3月18日㈬、4月8日㈬・15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）
　�3月23日㈪・4月13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

春季テニス大会

■日時　4月19日㈰（予備日なし）　
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1人500円、
当日受付支払い）
3月15日㈰

（ペアの双方が市外の場合は3月25
日㈬）から体育協会佐原支部
� ☎（55）0003

航空科学博物館
パイロットのおはなし
　業務内容や体験談など生の声が聞
けます。
■日時　3月22日㈰　13時～
■場所　航空科学博物館
■内容　パイロットによる講演
航空科学博物館� ☎0479（78）0557

県立水郷小見川少年自然の家
プラネタリウム一般公開

■日時　3月29日㈰　10時～　受付
9時30分～
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■定員　160人
■参加費　無料（事前申込不要）
■内容　南半球の代表的な星々を紹介
県立水郷小見川少年自然の家　

☎（82）1343

県立東庄県民の森
春休み木工クラフト体験

■対象　小学生以上の親子
■日時　3月21日㈷～4月5日㈰　
10時～15時
■場所　県立東庄県民の森
■内容　動物の置物、木の実を使っ
た工作、マイ箸

はし
づくり

親身 近 な 相 談 室 子 と 成 人 の 保 健 4月
問健康づくり課� ☎（50）1235

■定員　�1日5組程度（要事前申込）
■参加費　200円～（1作品）
県立東庄県民の森� ☎（87）0393

県立東庄県民の森
森のアトリエ
　野外でおしゃれランチとクラフト体験。
■対象　小学生以上（小学生は親子）
■日時　4月26日㈰　10時～
■場所　県立東庄県民の森
■内容　野外料理（鳥

い か
賊の軽いエス

カベシュ、バロティーヌ森林風など）、
クラフト（小枝を使ったペン立て）
■定員　約20人（先着順）
■参加費　1,200円
■持物　エプロン、三角巾、飲み物など
県立東庄県民の森� ☎（87）0393

市役所ロビーコンサート

■日時　3月25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　佐原中学校合唱部
■入場料　無料
生涯学習課� ☎（50）1224

仏事仏事
個別相談会個別相談会

お葬式に関して、お客様のご要望に合わせて個別にご相談をお受けいたします。
葬祭ディレクター・全総連事前相談員・終活カウンセラーの資格を
もった専門の相談員がお待ちしております。

会場：セレモニーきうち  佐原北口ホール

お問合せは 0120-52-4441 まで

無料3/16
月

9時～12時 お葬式お葬式勉強会勉強会
この機会に、費用のこと、準備すべきことなどを、セミナー形式で勉強しましょう ！
内容 ： ①家族葬について　②お葬式の費用について
　　　③お葬式で大切なこと　etc...

会場：セレモニーきうち  佐原北口ホール

0120-52-4441

無料4/1水
10時～11時30分

お問合せ
お申込み

先着
15名様 あいざわクリニック 休診日なし

脳ドック 38,880円
肺炎球菌予防接種

香取市助成の対象の方6,600円

国保40歳以上　2万円助成有18,880円

☎55-8001

あいざわクリニック�☎（55）8001
本多病院� ☎（82）3181
布施外科医院� ☎（52）4580
宇井整形外科医院�☎（52）3131
根本医院� ☎（54）2823
佐原泌尿器クリニック� ☎（54）3390

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
越川クリニック� ☎（55）8030

3月15日㈰
21日㈷
22日㈰
29日㈰
4月5日㈰
12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 0.06 0.06
新島中学校 0.06 0.05
小見川幼稚園 0.07 0.06
栗源保育所 0.06 0.07

2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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