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暮らしの情報
2015.AugustInformation

9月30日まで

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）

〈広告〉

お葬式お葬式勉強会勉強会
無料8/21

金

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

カ ー テ ン 専 門 店カ ー テ ン 専 門 店

香取市佐原口2129　（国道356号沿）香取市佐原口2129　（国道356号沿）
10:00～18:00 水曜定休10:00～18:00 水曜定休

佐原装飾 検索

オーダーカーテンフェア開催中
強い日差しを和らげる
遮熱・ミラーレースカーテンを展示中！！

採寸・見積り・取付け 無料
香取市とくとく商品券使えます！

　与田浦太陽光発電所で発電した電気の売電収益の一部は、市内の
環境保全や環境に配慮した取り組みなどの生活環境施策に活用して
いく予定です。

【発電状況】
発電電力量
（kWh）

日射量
（kWh/㎡）

発電量世帯換算
（世帯/月）

CO2削減量
（kg-CO2/kWh）

4月 236,308 4.09 927 130,205 
5月 318,821 5.58 1,251 175,670 
6月 270,647 4.82 1,062 149,126 
合計 825,776 14.49 3,240 455,001
平均 275,258 4.83 1,080 151,667

※日射量…1カ月の積算値
※発電量世帯換算…1世帯当たりの1カ月の消費電力量を254.8kWh
として試算
※CO2削減量…25年度電気事業者などの実績に基づく排出係数代
替値0.551 （kg-CO2/kWh）により試算

問環境安全課　☎（50）1248
太陽光発電所の発電状況（4月～6月の発電量）

成田空港〜銚子間

無料高速バスが走ります
県交通計画課　☎043（223）2062

http://www.chibustory.jp

■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

31催 し

市民ハイキング

■対象　市内在住・在学・在勤の健
脚な人
■期日　9月27日㈰
■場所　鎌倉
■定員　100人（先着順）
■参加費　3,500円（保険料を含む・
申し込み時に納入）
■申込　8月29日㈯8時30分から参
加費を添えて市役所1階受付で申し
込み（1人の申し込みで2人まで）

生涯学習課 ☎（50）1221

新米フェア

　香取市産米「ふさおとめ」は、粒が
大きく、炊きあがりのつや、見栄え
が非常に良く、粘りは控えめで、や
やあっさりした食味が特徴。
　その新米PRのため、新米を使った
商品を販売します。
■場所・期日
◇道の駅・川の駅水の郷さわら…
8月23日㈰
◇道の駅くりもと紅小町の郷…
9月12日㈯・13日㈰
◇市内協力飲食店（店頭の新米フェア
のぼり旗が目印）…8月23日㈰

商工観光課 ☎（79）0707

…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

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、
市内に所在する団体
■期日　10月31日㈯～11月3日㈷
■場所　佐原文化会館
■参加費　無料

8月17日㈪から31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
■内容　「健康かみかみ弁当」をテー
マに、千葉県の農水産物を使い、1
人分500円前後の食材でよくかんで
味わえる子ども向けの献立を募集（未
発表の作品に限る）。

9月18日㈮までに応募票で申し込み
（応募票は、千葉県歯科衛生士会事
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

お知らせ

9月議会開会

　8月25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

県民手帳の予約受付

　2016年版県民手帳の予約を受け
付けています。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　8.5㎝×14.5㎝　
■色　紺色または黄色

8月24日㈪までに企画政策課　
☎（50）1206

講座・教室

後期テニス教室

■日時　9月9日から毎週水曜日（全
8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　20人程度（経験年数により

調整する場合あり）
■参加費　3,000円（前期テニス教
室を受講した人は2,000円）

8月18日㈫から28日㈮までに参加
費を添えて山田Ｂ＆Ｇ海洋センター

☎（78）3204

ボーノ！ デリッチャ

■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　9月30日、10月14日・28日、
11月11日・25日の水曜日（全5回）　
9時30分～
■場所　栗源市民センター「さつき
館」2階調理室
■内容　おもてなし料理のテクニック
■定員　12人程度
■参加費　1回1,000円程度

8月25日㈫から28日㈮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）1153

初級手話講習会

■日時　9月17日㈭から（全10回）　
19時～21時
■場所　小見川社会福祉センターさくら館
■定員　30人
■参加費　無料

9月10日㈭までに社会福祉協議会
本所 ☎（54）4410　 （54）4797

県立佐原病院健康教室

■日時　8月27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）

　成田空港と銚子を結ぶ無料高速バスが市内を経由します。
■期間　8月17日㈪～9月30日㈬
■運行数　成田空港行き、銚子行きとも1日各4便
■停留所　佐原駅北口、水の郷さわら、小見川（国道356
号線沿い香取市商工会付近）
■予約　乗車前日の17時までにホームページから申し込み
※予約状況により予約外でも乗車可能

平成27年8月15日 暮らしの情報7 広報かとり



〈広告〉 〈広告〉 〈広告〉

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…2日㈬　13時～13時30分　
（平成27年5月生）
■10カ月児健診
小見川…9日㈬　13時～13時30分　
（平成26年10・11月生）
佐原…30日㈬　13時～13時30分
（平成26年10月生）
■1歳6カ月児健診	
佐原…16日㈬13時～13時30分　
（平成26年2月生）
■2歳児歯科健診
佐原…11日㈮13時～13時15分
（平成25年3・4月生）
■3歳児健診
小見川…1日㈫12時30分～12時45分
（平成24年2・3月生）
佐原…15日㈫13時～13時15分　
（平成24年2・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。
■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…10日㈭・17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…2日㈬、小見川…7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25日㈫（予約日�8月18日㈫）
市役所� 9月9日㈬（予約日�9月2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
●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18日㈫、9月1日㈫・15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8日㈫　10時～15時
　環境安全課� ☎（50）1248
●心配ごと相談
　9月3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3階301会議室）
　9月1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19日㈬・26日㈬、9月16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24日㈪、9月14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

絵本の読み聞かせ

■対象　幼児・小学校低学年の児童
と保護者
■日時　8月29日㈯　13時30分～14時30分
■場所　山田公民館2階和室
■内容　絵本の読み聞かせと腹話術
■参加費　無料
山田公民館� ☎（78）4431

お寺巡りウォーク

■日時　8月30日㈰（雨天決行）
受付9時15分～
■集合場所　佐原中央公民館前
■コース　公民館～諏訪公園～荘厳
寺～高野～大龍寺（昼食）～諏訪公園
■参加費　300円（会員無料）
東総歩こう会 小早志� ☎（54）2467

千葉ロッテマリーンズ
観戦バスツアー
■対象　4歳から小学生以下の子ど
もと保護者（市内在住、在勤に限る）
※子ども1人につき保護者1人
■期日　9月22日㈷
■場所　QVCマリンフィールド
■定員　30人（子ども15人、保護者15人）
■集合場所　小見川市民センター「い
ぶき館」前
■参加費　子ども…無料
保護者…1,000円（後援会員無料）
■申込　9月10日㈭までにホーム
ページから申し込み　

http://katori-marines.com
千葉ロッテマリーンズ香取後援会

飯田� ☎（82）7666

千葉ロッテマリーンズ
観戦&大婚活パーティー
■対象　独身男性（市内在住、在勤）、
独身女性
■期日　9月22日㈷
■集合場所　QVCマリンフィールド

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

■定員　男性15人、女性15人
■参加費　男性…6,000円
女性…3,000円
■申込　9月10日㈭までにホーム
ページから申し込み　

http://katori-marines.com
千葉ロッテマリーンズ香取後援会

飯田� ☎（82）7666

県立東庄県民の森
森の工作づくり
■日時　8月22日㈯　9時30分～正午
■内容　木の時計づくり
■定員　10人程度
■参加費　1作品1,200円
県立東庄県民の森管理事務所　

☎（87）0393

市役所ロビーコンサート

■日時　8月26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　Keiji�by�ZERO（エレキギター）
■入場料　無料
生涯学習課� ☎（50）1224

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 金平田土地分譲受付開始 ！
県立病院前　10区画

㈱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

ご自宅から病院まで
無料送迎始めます！
ご自宅から病院まで
無料送迎始めます！
千葉県香取市助沢832-1　医療法人社団寿光会　栗源病院
内科・リハビリテーション科・皮膚疾患外来・整形外科外来

病院にかかりたいが交通手段がない方、公共の交通手段が
不便な方に無料の送迎を始めました。
ご予約をいただければご自宅までお迎えに上がります。

ぜひ
ご利用
下さい！ ※他の患者様と乗り合わせる可能性がございます

　また、車椅子での乗車は出来ません。
電話対応時間／月～金曜日（祝日除く）　8時半～15時まで
運　 転 　手／☎080-6890-2802•080-6631-6647
病　　　　院／☎0478-70-5121 ※緊急時は救急車をご利用ください。

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 0.07
小見川幼稚園 0.07 0.07
栗源保育所 0.08 0.09

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。

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

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
坂本医院� ☎（52）3381

8月16日㈰
23日㈰
30日㈰

9月�6日㈰
13日㈰
20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）
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