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商工観光課　☎（79）0707　 （54）2855
http://www.city.katori.lg.jp/

■定員　20人
■参加費　無料
■持物　上履き

山田児童館　� ☎（78）1050

太巻き飾り寿司

　切り口のきれいな飾り寿司「桃の
花」と「蝶」を作ります。
■対象　小学生とその家族
■日時　2月5日㈰　13時～15時
■場所　山田児童館
■定員　12組
■参加費　700円（材料費含む）
■持物　エプロン、三角巾、上履き、
巻きす、海

の
苔
り
（一帖）

山田児童館� ☎（78）1050

成田赤十字病院
公開健康講座

■日時　1月25日㈬
14時～15時30分　開場13時30分～
■場所　成田赤十字病院A棟8階講堂
■内容　糖尿病について
■講師　同院糖尿病・内分泌代謝内
科副部長
■定員　100人（先着順）
電話か同院ホームページで成田赤

十字病院社会課
� ☎0476（22）2311

…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
水郷佐原あやめパーク
臨時作業員
　美しいハナショウブやハスの花を咲
かせる担い手を募集します。
■対象　65歳までの健康で、継続
勤務ができる人
■募集数　若干人
■雇用期間　4月1日～9月30日
（6カ月更新）
■勤務時間　8時30分～17時15分
週5日勤務（イベント期間中はシフト制あり）
■業務内容　ハナショウブの植え替
え・除草など
■賃金　時給920円
■申込　2月10日㈮までに履歴書を
商工観光課へ持参
■選考方法　書類審査、面接
商工観光課� ☎（79）0707

お知らせ
がん予防展・がん講演会
in香取

■期日　2月11日㈷
■場所　佐原中央公民館
がん予防展
■時間　正午～16時（13時～14時
はパネル展示のみ）

■内容　がん予防に関する各種体
験・相談コーナー（申し込み不要）、
がん統計・予防パネル展示など
がん講演会
■時間　13時～14時　
開場12時30分～
■内容　胃がんの予防と早期発見
■講師　ちば県民保健予防財団診療
科部長
■定員　200人
氏名・電話番号・参加人数を電話、

メールまたはファクスで健康づくり課
� ☎（50）1235　 （54）7462
� kenko@city.katori.lg.jp

学校施設開放の利用説明会

■対象　平成29年度に市内の小中
学校体育館・グラウンドの利用を希
望する団体
※現在利用している団体も毎年申請
が必要です
■地区・日時・場所
小見川地区
2月8日㈬　15時～　小見川スポー
ツ・コミュニティセンター食堂
山田・栗源地区
2月15日㈬　15時～　山田公民館2
階視聴覚室
佐原地区
2月21日㈫　15時～　佐原中央公
民館大会議室
生涯学習課� ☎（50）1221

成年後見制度研修会

　お笑い芸人のトークや弁護士の解
説で、成年後見制度の概要・職務を
分かりやすく伝えます。
■日時　3月12日㈰　13時～16時5分
■場所　千葉市生涯学習センター
（千葉市中央区弁天3-7-7）
■定員　300人（先着順）
■参加費　500円（資料代含む）
■申込　3月3日㈮（必着）までに申込
書をファクスまたはメールで千葉県社
会福祉協議会　� 043（204）6013
� smile@chibakenshakyo.com
※申込書は高齢者福祉課、各社会福
祉協議会に設置のほか、同協議会ホー
ムページからダウンロードできます
千葉県社会福祉協議会　
� ☎043（204）6012

講座・教室

消費生活講座

■日時　1月31日㈫　13時30分～15時
■場所　佐原中央公民館3階視聴覚室
■内容　上手な電気の使い方について
■講師　パナソニック㈱エコソリュー
ションズ社お客様関連企画課
商工観光課� ☎（50）1212

竹筒紙鉄砲作り

■対象　小学生
■日時　1月29日㈰　15時～17時
■場所　山田児童館

挙式と嫁入り舟
　リニューアルオープンする「水郷佐原あやめパーク」とし
て、第1回目となる水郷佐原あやめ祭りの期間中、水郷地帯
のお輿し入れ「嫁入り舟」を再現します。　
　色とりどりのハナショウブが咲き誇る園内で、２人の記念
となる挙式と笑顔いっぱいの最高のときを過ごしませんか。
挙式後、新郎新婦を乗せた舟は園内水路を巡り、お披露目し
ます。
■対象　結婚式を挙げていないカップル（応募者多数の場合
は抽選）
■日時　6月11日㈰・17日㈯・25日㈰　
10時30分～（1時間程度）
■募集数　各日1組（挙式日は当選者間で協議）
■記念品　旅行券
※衣裳は和装限定（各自で用意ください）。また、嫁入り舟
の光景は観光宣伝に使用します
■申込　3月3日㈮までにファクスまたはホームページで商
工観光課

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

入居者募集!!
小見川西小学校前

白井ハイツ 第3-105

45,000円
香取市虫幡

家 

賃

■お問合せ

丸神不動産㈱ ☎83-9411
■設計・施工・管理

☎82-5450合同会社 シライ

売　地
●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(分割可) 
●価格
　相談応

■BT/エアコン付/2DK
■洋6/和6/DK6
■小学校・郵便局・徒歩1分

南向
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  23,200円

肺炎球菌予防接種

脳ドック 43,200円

あいざわクリニック 予約受付☎55-8001

水郷佐原あやめパーク 
プレオープン 4月29日㈷～

水郷佐原あやめ祭り
6月3日㈯～25日㈰
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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28年10月生）
小見川…8日㈬　13時～13時30分
　　　　（平成28年9・10月生）
■10カ月児健診
佐原…22日㈬　13時～13時30分
　　　（平成28年3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27年6・7月生）
佐原…15日㈬　13時～13時30分
　　　（平成27年7月生）
■2歳6カ月児歯科健診
小見川…10日㈮　12時30分～12時45分
　　　　（平成26年8・9月生）
■3歳6カ月児健診
佐原…21日㈫　13時～13時15分　
　　　（平成25年8月生）

妊婦歯科検診（要申込）
佐原…17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…17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。
佐原…1日㈬、山田…2日㈭、栗源…3日㈮、
小見川…6日㈪　9時30分～10時
※小見川のみ骨密度測定もあり　10時30
分～11時

1228催 し
県立香取特別支援学校
かよう商店街
■日時　1月31日㈫～2月2日㈭　
10時～16時（2日は10時30分～15時）
■場所　イオンモール成田（成田市ウ
イング土屋24）
■内容　木工・陶芸・手織り・手す
き紙製品、花かごなどの販売
県立香取特別支援学校
　� ☎（72）2911

県立飯高特別支援学校
作業学習製品販売会
■日時　2月2日㈭　10時～13時30分
■場所　ふれあいパーク八日市場
（匝瑳市飯塚299-2）
■内容　牛乳パックを再利用した手
すきはがき・カレンダー、巾着・織物
などの布製品、季節の野菜の販売
県立飯高特別支援学校
� 　☎0479（70）5001

県立銚子特別支援学校
銚特フェア
■日時　2月7日㈫　10時～16時
■場所　イオンモール銚子（銚子市三
崎町2丁目2660-1）
■内容　和紙製品、藍染め品、草
木染め品、陶芸品、花苗などの販売、
児童・生徒作品の展示
県立銚子特別支援学校
� ☎0479（22）0243

千葉県生涯大学校東総学園
オープンキャンパス
■日時　2月6日㈪　13時～15時
■場所　千葉県生涯大学校東総学園
（銚子市台町2203）
■内容　詩吟・太極拳・ピアダンス・
盆おどり・フラダンスなどの発表
■入場料　無料
千葉県生涯大学校東総学園
　� ☎0479（25）2035

親身 近 な 相 談 室 子 と 成 人 の 保 健 2月
問健康づくり課	 ☎（50）1235

県立東庄県民の森
野鳥観察会
■日時　2月11日㈷　9時30分～正午
■場所　県立東庄県民の森
■定員　30人（先着順）
■参加費　200円
■持物　双眼鏡、筆記用具、飲み物
県立東庄県民の森　	☎（87）0393

県立水郷小見川少年自然の家
ネイチャークラフトやってみ隊！
■対象　小学生
■日時　2月26日㈰　13時～15時（予定）
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■内容　自然の物を使った創作活動
■定員　40人
■参加費　500円
1月26日㈭の9時から電話で県立水

郷小見川少年自然の家	 ☎（82）1343

市役所ロビーコンサート

■日時　1月25日㈬　12時15分～12時45分
■場所　市役所１階ロビー
■出演　香取ガットクラブ（クラシック
ギター）
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
山田支所	 1月24日㈫（予約日 1月17日㈫）
市役所	 2月8日㈬（予約日 2月1日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　1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
　2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）
　1月17日㈫、2月7日㈫　13時30分～16時
　市民協働課	 ☎（54）1138
●交通事故相談（要予約）
　2月14日㈫　10時～15時
　環境安全課	 ☎（50）1248
●心配ごと相談
　2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

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）　
　1月18日㈬、2月15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）
　1月23日㈪、２月13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

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 0.05 0.05
小見川幼稚園 0.06 0.07
栗源保育所 0.06 0.06

12月実施分

　市役所での測定は、開庁日の火・木曜
日に実施し、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
香取医院	 ☎（50）5511
布施外科医院	 ☎（52）4580

坂本医院	 ☎（52）3381
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

1月15日㈰
22日㈰

	 29日㈰
2月5日㈰

	 11日㈷
12日㈰
19日㈰

外科内科月日

■診療日時　日曜日・祝日　19時～22時
※必ず保険証をお持ちください

休日の夜間
  急病診療
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