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利根川流域交流会事務局　☎047（389）9367　 047（389）9395

■時間　13時30分～16時30分
■場所　川の駅水の郷さわら
■内容　「利根川と佐原の町並み」をテーマとした講演、川を活用し
た活動の紹介
■講師　NPO法人小野川と佐原の町並みを考える会　佐藤 健太良氏ほか
■定員　90人（申込不要）
■参加費　無料
利根川クルーズ（取手～佐原）
■時間　10時～12時30分
■場所　ＪＲ取手駅　東口
■定員　20人（9月23日㈮までに申し込み、先着順）
■参加費　無料
屋形船での交流・親睦会
■時間　16時30分～18時30分
■場所　水の郷さわら船着き場
■定員　40人（9月23日㈮までに申し込み、先着順）
■参加費　4,000円

セミナー利根川に学ぶ

秘密厳守・夜間対応可
（前 神栖ひまわり基金法律事務所）

問合せ0299-91-1171
神栖・鹿島セントラル法律事務所

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

国保　特定健診：無料
50歳以上男性 前立腺癌検査有り
日～土曜・祝日・予約可　☎55-8001

あいざわクリニック
頭痛・めまい・しびれ・脳ドック・健康診断

商業高等学校吹奏学部
■入場料　無料

子ども会育成連合会（生涯学習課
内）  ☎（50）1224

道の駅水の郷さわら
「秋の大収穫祭」
■日時　9月24日㈯・25日㈰
9時～16時（雨天決行）
■場所　道の駅水の郷さわら
■内容　新米の試食・すくい取り、野
菜の詰め放題、市内農産物（ブドウ、
ナシ、イチジクなど）・加工品の販売

道の駅水の郷さわら ☎（50）1183

みずほふれあいセンター
まつり
■日時　10月1日㈯・2日㈰ （雨天決
行）　9時～15時30分
■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
◇1日　手編み物・実用書道・いけば
な・和紙ちぎり絵・押し花教室の作品
展示、手編み物と和紙ちぎり絵の体
験コーナー、手打ちそばの販売など
◇2日　展示発表、日本舞踊・カラオ
ケ・フラダンス教室の舞台発表など

みずほふれあいセンター　
 ☎（54）6963

友好都市喜多方市
消費者交流ツアー
■対象　市内在住・在勤者
■期日　11月12日㈯～13日㈰　1泊2日
■内容　農家民泊、きたかた農業ま
つり見学、まちなか散策、蒔

まき
絵体験

など
■定員　30人（先着順、最少催行人
数20人）
■参加費　大人8,000円、小学生以
下5,000円（3歳未満は無料）
■申込　10月14日㈮までに、電話
でＮツアーコールセンター　
 ☎0570（076）888

企画政策課 　☎（50）1206

市民パークゴルフ大会

■対象　市内在住・在勤・在学者
■日時　10月21日㈮　8時～

（小雨決行）
■場所　しすいの森パークゴルフ場

（印旛郡酒々井町墨1200）
■定員　150人（先着順）
■参加費　1,500円（当日支払い）

10月10日㈷までにパークゴルフ協
会　熊谷　 ☎（78）2423

…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

お知らせ
千葉県採用力向上サポート
プロジェクト

　県商工会議所連合会と県商工会連
合会が県内の教育機関と連携し、県
内中小企業に対する人材（新卒）採用
のサポートを行います。
　本サポートは登録制です。詳しくは
千葉県商工会議所連合会ホームペー
ジをご覧ください。

千葉県商工会議所連合会
  ☎043（222）8170

個別的労使紛争のあっせん

　千葉県労働委員会では、労働者と
使用者間のトラブルの間に入り、円
満な解決を目指します。
■内容　解雇、パワハラなど
■費用　無料

千葉県労働委員会事務局
 ☎043（223）3735

下水道排水設備工事
責任技術者共通試験
■受験資格　受験資格要件あり。詳
しくは問い合わせください。

■試験日　平成29年1月14日㈯
■試験会場　千葉市総合保健医療セ
ンター（千葉市美浜区幸町1-3-9）
■申込書配布場所　千葉県下水道協
会事務局
※10月14日㈮までの平日に配布

10月20日㈭（消印有効）までに申
込書に必要事項を記入し、郵送で
〒260-8722　千葉市中央区千葉港
1-1　千葉県下水道協会事務局　
 ☎043（245）6112

県立銚子特別支援学校
学校公開
■日時　10月4日㈫　9時～正午
■場所　県立銚子特別支援学校

（銚子市三崎町3-94-1）
■内容　学校施設と授業の公開

事前に県立銚子特別支援学校
 ☎0479（22）0243

県立飯高特別支援学校　
学校公開
■日時　10月12日㈬　9時30分～
11時30分
■場所　県立飯高特別支援学校

（匝瑳市飯高1692）
■内容　学校施設と授業の公開

9月29日㈭までに県立飯高特別支
援学校 ☎0479（70）5001

 講座・教室

香取創業塾

■対象　創業を考えている人
■場所　佐原中央公民館
■内容　創業に関する基礎知識、事
業計画の立て方
■参加費　無料
創業セミナー
■日時　10月1日㈯　13時30分～
16時30分
■定員　80人（先着順）
創業塾
■日時　10月16日・23日、11月13日・
20日の日曜日　9時30分～12時30分
■定員　20人（先着順）

佐原商工会議所　 ☎（54）2244

中国語教室

■場所　佐原中央公民館　
■コース・日時
初心者コース
◇日時　土曜日（月3回）
15時45分～16時55分
既修者（中級）コース
◇日時　土曜日（月3回）
14時30分～15時40分
■参加費　月額3,000円（テキスト代別）
※香取市国際交流協会会員登録が必
要（年会費2,000円）
※初心者コースと中級コースを両方
受講する場合の受講料4,000円

香取市国際交流協会　沖　
 ☎090（4526）4299

外国人のための日本語教室

■対象　市内周辺に在住の外国人
■日時　毎週日曜日　10時30分～正午
■場所　佐原中央公民館
■参加費　3,000円程度（テキスト代）
※香取市国際交流協会会員登録が必
要（年会費2,000円）

香取市国際交流協会　沖　
 ☎090（4526）4299

催 し
子ども会オータムファミリー
コンサート
■日時　9月22日㈷　14時～16時
開場13時30分
■場所　山田公民館ホール
■出演　山田中学校吹奏楽部、銚子

～川を生かした舟運のまち・さわら～

9月27日㈫
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香取駅すぐ・津宮小前 0478-50-5511
HP：香取医院

香取市の特定健康診断・ 
予防接種・ワクチン

ができます
香 取 医 院

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…5日㈬　13時～13時30分
　　　（平成28年6月生）
小見川…12日㈬　13時～13時30分
　　　　（平成28年5・6月生）
■10カ月児健診
佐原…26日㈬　13時～13時30分
　　　（平成27年11月生）
■1歳6カ月児健診	
小見川…4日㈫　12時30分～12時45分
　　　　（平成27年2・3月生）
佐原…19日㈬　13時～13時30分
　　　（平成27年3月生）
■2歳6カ月児歯科健診
小見川…14日㈮　12時30分～12時45分
　　　　（平成26年4・5月生）
■3歳6カ月児健診
佐原…18日㈫　13時～13時15分　
　　　（平成25年4月生）

       妊婦歯科検診（要申込）
佐原…21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
■Ｂ型肝炎予防接種
■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…21日㈮　13時～13時15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…3日㈪　相談・骨密度測定、
佐原…5日㈬、山田…6日㈭、
栗源…7日㈮　相談のみ　9時30分～10時
※骨密度測定は10時30分～11時

市民グラウンド・ゴルフ大会

■対象　市内在住者
■日時　10月17日㈪　8時～
（雨天時18日㈫）
■場所　山田中央運動広場野球場
■定員　各支部100人
■参加費　500円
■申込　9月20日㈫から10月2日㈰
までに参加費を添えて各支部代表者
◇佐原支部　加藤� ☎（57）0786
◇小見川支部　中川� ☎（83）1863
◇山田支部　越川� ☎（78）2259
◇栗源支部　藤崎　� ☎（75）2743
体育協会グラウンド・ゴルフ部　

加藤　� ☎（57）0786

佐原の町並み～香取神宮
ウォーク
■日時　9月19日㈷　9時20分～
（雨天決行）
■集合場所　佐原中央公民館
■コース　公民館～忠敬旧宅～観福
寺～香取神宮（昼食）～香取駅
■参加費　200円
東総歩こう会 小早志� ☎（54）2467

香取圏域ふれあいまつり

　障がい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1日㈯　10時～15時30分
■場所　佐原文化会館
■入場料　無料
ＮＰＯ法人香取の地域福祉を考える
会� ☎（52）3888

東部地区吹奏楽祭

■日時　10月2日㈰　11時～16時30分
■場所　銚子市青少年文化会館
（銚子市前宿町1046）

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

■内容　香取・海匝地区の小中学校・
高校・一般23団体の吹奏楽の演奏
■入場料　300円（小学生以下無料）
佐原高等学校 大木� ☎（52）5131

なかよし動物
フェスティバル2016
■日時　9月17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　動物相談、動物愛護紙しば
い、乗馬体験、地元特産品販売、チー
バくんと写真撮影など
※乗馬体験は人数制限あり
千葉県動物愛護センター
� ☎0476（93）5711

市役所ロビーコンサート

■日時　9月28日㈬　12時15分～
12時45分
■場所　市役所1階ロビー
■出演　橋本富

と
清
きよ
（ピアノ）

■入場料　無料
生涯学習課� ☎（50）1224

市民相談
閉庁日を除く毎日	 8時30分〜16時30分
市民協働課� ☎（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）
市民協働課	 ☎（54）1138
小見川支所�9月27日㈫（予約日�9月20日㈫）
市役所� 10月12日㈬（予約日�10月5日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　9月20日㈫　13時30分～15時30分
　市民協働課� ☎（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
　市民協働課� ☎（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20日㈫、10月4日㈫　13時30分～16時
　市民協働課� ☎（54）1138
●交通事故相談（要予約）
　10月11日㈫　10時～15時
　環境安全課� ☎（50）1248
●心配ごと相談
　10月6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
●農業制度資金相談
　　定期相談窓口は廃止しました。資金
　の相談のある人は、個別に対応します
　ので連絡ください。
　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21日㈬、10月12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26日㈪、10月24日㈪
　13時～14時受付
●配偶者からの暴力に関する相談
　来所相談（水曜日）（要予約）
　�電話での相談（月～金曜日）
　9時～17時� ☎（52）9310

布施外科医院� ☎（52）4580
本多病院� ☎（82）3181
根本医院� ☎（54）2823
香取医院� ☎（50）5511
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

まきの越川診療所�☎（79）0705
榊原医院� ☎（52）2820
越川クリニック� ☎（55）8030
島崎医院� ☎（55）1221
越川医院� ☎（52）5202
山野病院� ☎（55）1225
みやうちクリニック�☎（70）8808

9月18日㈰
19日㈷

� 22日㈷
25日㈰

�10月2日㈰
9日㈰
10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）

15％お得な…旅行しませんか
香取市とくとく商品券利用で
各種ツアー・宿泊・国内  海外の旅

JTB提携店『ルック＆エース・豪華客船クルーズ』
千葉県知事登録旅行業第2－496号

香取市岩部3440-3

e-Mail: info@airporttravel.jp

エアポートトラベル㈱
TEL.75-2286

■設計・施行・管理■お問合せ

丸神不動産㈱
☎83-9411 ☎82-5450

合同会社 シライ

売　地 入居者募集
■市立小見川西小学校正門前
■地目／雑種地（無指定）
■面積／約246坪（実測）分割化
■価格／相談応

白井ハイツ 第13

★エアコン・ウォシュレット完備
★戸建　3ＤＫ

60,000円
小
見
川
西
小
学
校
前

礼金
更新料
なし

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 0.08 0.08
府馬小学校 0.06 0.05
新島中学校 0.06 0.06
小見川幼稚園 0.07 0.06
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。
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