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畳1枚のリフォームから こだわりの注文住宅まで
土地・建物  住まいのことなら

㈱ナルミ不動産
千葉県知事（1）第16606号 〒287‐0011 香取市津宮509

☎0478‐79‐0377

未来の設計図
一緒に考えませんか？

ナルミ不動産

お葬式お葬式勉強会勉強会
無料6/21

日

10時～11時30分

●最近話題の家族葬について
●お葬式費用の計算方法について 他

会場：佐原北口ホール（香取市北2-6-7）

0120-52-4441お問合せ･お申込み15名様
限定 セレモニーきうち

暮らしの情報
2015.JuneInformation

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

セスポイント設置場所でも、通信量
の制限なくインターネットへ接続でき
ます。詳しくはＮＴＴ東日本へ問い合
わせください。
NTT東日本� 0120（116）116
総務課� ☎（50）1202

空き地は適切に管理を

　土地を所有または管理している人
は、年間を通じて定期的に雑草の除
去を行うなど、日頃から適正な維持
管理をお願いします。
　雑草が生い茂ると、害虫の発生や
火災、犯罪、不法投棄などが起こり
やすくなり、垣根の枝木が道路上に
出ると緊急車両の通行の妨げになる
など、周辺の生活環境の悪化を招く
恐れがあります。
環境安全課� ☎（50）1248

6月は食育月間　
毎月19日は食育の日
　「食」について正しい知識を身につ
けて食生活を見直してみましょう。
◇家族や仲間と楽しい食事を
◇地元産の新鮮な食材で、本来のお
いしさを味わいましょう
◇生き生きとした1日は、朝ごはんから
◇主食、主菜、副菜をそろえてバラ
ンスよく食べましょう
健康づくり課� ☎（50）1235

毒物劇物取扱者試験

■受付日時
◇郵送　6月22日㈪～26日㈮　
◇持参　7月2日㈭・3日㈮　9時30分～
11時30分、13時～16時　県教育会館
県薬務課� ☎043（223）2618

募 集
小見川祇園祭おまつり広場
出演者

　小見川祇園祭開催期間中におまつ
り広場内特設ステージで行われるイ
ベントの出演者を募集します。
■対象　市内外の団体（応募者多数
の場合は抽選）
■日時　7月18日㈯・19日㈰
正午～18時30分
■内容　1団体30分以内で演舞・演奏
※ステージサイズは5.4m×9m×0.9ｍ
■参加費　無料　
■申込　6月25日㈭までに参加申
込書を郵送、ファクスまたは持参で
〒287-8501�小見川にぎわい事業実
行委員会
※用紙は商工観光課に設置のほか、
市ホームページからもダウンロードで
きます
小見川にぎわい事業実行委員会

（商工観光課内）　
� ☎（50）1212　 （54）2855
http://www.city.katori.lg.jp/

明るい選挙ポスターと標語

　明るい選挙を推進するため、投票
への参加、きれいな選挙を呼びかけ
るポスターと標語を募集します。
■応募方法
◇ポスター　描画材料は自由。大き
さは画用紙の四ツ切（542㎜×382
㎜）、八ツ切（382㎜×271㎜）または
それに準じる大きさで、1人1点。作
品の裏側右下に住所・氏名（ふりが
な）・年齢を記入
◇標語　1人2点以内。はがきに標語
（20字以内）・住所・氏名（ふりがな）・
年齢を記入
9月11日 ㈮までに〒287-8501�����

選挙管理委員会� ☎（50）1227

佐原朝市の会員

■対象　市内の農家
■日時　毎週日曜　7時～8時
■場所　佐原中央公民館駐車場
■内容　野菜、みそなどの農産物と
加工品の販売（自家生産品のみ）
佐原朝市組合　林� ☎（56）2248

お知らせ
水郷佐原水生植物園の
一時休園
　水郷佐原水生植物園は、園内改修
工事のため7月1日㈬から平成28年3

月31日㈭まで一時休園します。
　また、例年7月に開催している「は
す祭り」は、今年度は開催しません。
水郷佐原水生植物園�☎（56）0411

医療費通知を送ります

　国民健康保険に加入している世帯
全員の医療費について世帯主宛てに
通知します。受診日数や医療費の額
などを確認ください。制度内容は市
民課へ、診療内容は医療機関へ問い
合わせください。
市民課� ☎（50）1228

金婚祝賀会へのご招待

　結婚50周年を迎えるご夫婦を祝賀
会に招待し、お祝いします。
■対象　昭和40年4月1日から昭和
41年3月31日までに婚姻の届出をさ
れ、ご夫婦とも健在であること
■持物　印鑑
■申込　参加を希望する人は7月31
日㈮までに高齢者福祉課、各支所市
民福祉班
高齢者福祉課� （50）1208

始めませんか？
光ブロードバンドサービス
　香取市では市内全域で光ブロード
バンドサービスが提供され、高速にイ
ンターネットを利用いただけます。
　さらにフレッツ・スポットに追加申し
込みすると、外出先の対応するアク

…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

小見川･山田･栗源 Ｂ＆Ｇ海洋センター プールがオープン
施設・

問い合わせ
小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター

☎（82）1000
山田Ｂ＆Ｇ海洋センター

☎（78）3204
栗源Ｂ＆Ｇ海洋センター

☎（75）3311
開放日時 7月18日㈯～8月30日㈰　9時～正午、13時～16時30分

休館日 月曜日（臨時休館の場合がありますので、問い合わせください）

夜間開放 水中エクササイズ教室のみ 7月18日㈯～8月29日㈯
18時～21時　※休館日・お盆を除く なし

料金（半日） 市内在住・在勤・在学／大人200円　高校生以下100円
市外／大人400円　高校生以下200円　※未就学児童は無料

映像リポーター

　祭り、催し、自然風景など、まちの魅力を
撮影･編集･提供いただき、広報のAR動
画やホームページで紹介。市民発のビデ
オ取材に協力いただける人を募集します。
■対象　市内で活動できる18歳以上の
人（高校生は不可）
■内容　撮影テーマや活動範囲は希望に
より調整
■申込　6月30日㈫までに秘書広報課
※撮影と編集に必要な機材、交通費など
の経費は本人負担。詳しい内容は問い合
わせください

問秘書広報課 　☎（50）1204

募
集

※小学3年生以下の児童は成人の同伴が必要。スイムキャップ着用

水中エクササイズ教室
■対象　市内在住・在勤者
■日時　7月7日㈫～8月6日㈭　火・木曜日の
19時30分～21時（計10回）
■場所　小見川Ｂ＆Ｇ海洋センター

■定員　40人（先着順）
■参加費　3,000円（保険料込）
6月16日㈫から30日㈫までに小見川B&G海洋

センターへ参加費を添えて申し込み（電話不可）
※本人確認のできるものを持参。代理申し込み不可

平成27年6月15日 暮らしの情報7 広報かとり



〈広告〉

30分 健康診断

日～土曜･祝日、都合の良い日時に受診

特定健診（無料）
あいざわクリニック☎５５-８００１（予約受付）

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 0.07 0.06
小見川幼稚園 0.07 0.07
栗源保育所 0.06 0.07

5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。

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27年3月生）
■10カ月児健診
小見川…8日㈬　13時～13時30分　
　　　　（平成26年8・9月生）
佐原…22日㈬　13時～13時30分　
　　　（平成26年8月生）
■1歳6カ月児健診	
佐原…15日㈬　13時～13時30分　
　　　（平成25年12月生）
■2歳児歯科健診
佐原…10日㈮　13時～13時15分
　　　（平成25年1・2月生）
■3歳児健診
小見川…7日㈫　12時30分～12時45分
　　　　（平成23年12月、平成24年1月生）
佐原…21日㈫　13時～13時15分
　　　（平成24年1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。
■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
■ママパパ教室（要申込）
佐原…9日㈭・16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。
佐原…1日㈬、小見川…6日㈪、山田…2日
㈭、栗源…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
栗源支所� 6月23日㈫（予約日�6月16日㈫）
市役所� 7月8日㈬（予約日�7月1日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　�6月19日㈮　13時30分～15時30分
　市民活動推進課� ☎（54）1138
　7月17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）
　6月16日㈫、7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）
　7月14日㈫　10時～15時
　環境安全課� （50）1248
●心配ごと相談
　7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）
　7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）　
　6月17日㈬・18日㈭・24日㈬、7月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）
　6月22日㈪、7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

講座・教室

シニアお達者体操教室

■対象　60歳以上の市内在住・在
勤者（初めての人優先）
■日時　7月2日〜8月27日の毎週
木曜日（全8回）　13時30分〜15時
※8月13日を除く
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」1階多目的ホール
■内容　簡単床運動、ボールを使っ
てゲーム感覚で楽しめる脳トレ体操
■定員　30人（最少開催人数10人）
■参加費　110円
■持物　大きめのバスタオルまたはヨ
ガマット、飲み物
■服装　動きやすい服装、運動靴
6月17日㈬から19日㈮の9時から

17時までに生涯学習課事業推進班
（小見川スポーツ・コミュニティセン
ター内）� ☎（82）1133

県立佐原病院健康教室

■日時　6月25日㈭　16時〜
■場所　県立佐原病院1階多目的ホール
■内容　心停止と除細動を理解する
■講師　県立佐原病院　麻酔科医師
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院� ☎（54）1231

31催 し
母子・父子で一緒に
お出かけしませんか
　母子福祉協力員協議会では、ひと
り親家庭などの親子（子は未成年）が
参加できる日帰り遠足を企画しました。
■期日　8月23日㈰
■場所　鴨川シーワールド
■定員　60人（初めての参加者優先。
応募多数の場合は抽選）
■参加費　無料（弁当は各自用意）
6月26日㈮までに、はがきに参加

者全員（家族ごと）の住所・氏名・性別・
生年月日・電話番号・ひとり親家庭
事業参加希望と記入し、〒287-8501�
児童母子相談室「ひとり親家庭事業
係」� ☎（50）1121

市民バレーボール大会

■対象　市内で活動する一般男女、
高校生チーム
■日時　7月26日㈰　8時30分〜

親身 近 な 相 談 室 子 と 成 人 の 保 健 7月
問健康づくり課	 ☎（50）1235

■場所　香取市民体育館
■競技方法　トーナメント方式（6人
制）　※男女混合の部競技あり
■参加費　2,000円
※組み合わせ抽選は当日行います
7月17日㈮までに体育協会佐原支

部� ☎（55）0003

佐原ウインドアンサンブル
定期演奏会
■日時　6月28日㈰　13時30分～
開場13時
■場所　佐原文化会館
■曲目　トム・ソーヤ組曲、スイングしな
きゃ意味がない、宮崎駿アニメメドレーほか
■入場料　無料
佐原ウインドアンサンブル　櫻井
� ☎090（4457）7629

市役所ロビーコンサート

■日時　6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　橋本富

と
清
きよ
（ピアノ）

■入場料　無料
生涯学習課� ☎（50）1224

無料相談

法律無料相談

■日時　6月17日㈬　13時～16時
（要予約）
■場所　佐原信用金庫本店
■相談内容　土地・家屋、金銭貸借・保
証、遺産相続・贈与、離婚、借入問題など
佐原信用金庫お客様相談室
� ☎（54）2144

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）

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

坂本医院� ☎（52）3381
榊原医院� ☎（52）2820
越川クリニック� ☎（55）8030
島﨑医院� ☎（55）1221
越川医院� ☎（52）5202
山野病院� ☎（55）1225

�6月21日㈰
28日㈰
7月5日㈰
12日㈰
19日㈰
20日㈷
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