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■場所　山田公民館
■定員　20人
■参加費　300円（保険料）
■持物　ヨガマットまたは大きめのバ
スタオル
4月19日㈫から22日㈮までに山田

公民館　� ☎（78）4431

和太鼓教室

■対象　市内在住・在勤の小学3年
生から成人
■日時　6月から12月までの毎週月
曜日（全19回）　19時～
■場所　旧高萩小学校体育館
■定員　10人
■参加費　8,000円（バチ代別途）
4月19日㈫から22日㈮までに電話

で生涯学習課事業推進班
　� ☎（82）1153

初心者バドミントン教室

■対象　市内在住・
在勤・在学者
■日時　5月17日か
ら7月5日までの毎
週火曜日（全8回）
19時30分～21時30分
■場所　小見川スポーツ・コミュニ
ティセンター体育館
■定員　30人程度
■参加費　2,000円（高校生1,000
円、小中学生500円）
※保険代、シャトル代など
4月28日㈭までに小見川スポーツ・

コミュニティセンター� ☎（83）0101

…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
臨時保育士・調理員
登録者
　市内公立保育所で、保育士または
調理員に欠員などが生じた場合に勤
務できる人の登録を募集します。
■対象　保育士の資格または調理師
免許のある55歳くらいまでの健康な人
子育て支援課� ☎（50）1257

農業経営体育成セミナー
受講生
■対象　就農間もない農業後継者、
農業以外からの新規参入者など
■研修期間　5月～平成31年3月
■研修内容　農業技術や経営に関す
る講義、実習、視察など（月1回程度）
■費用　内容により一部負担あり
香取農業事務所� ☎（52）9195
　市内在住で35歳以下のセミナー受
講生には、市から助成金を交付します。
農政課� ☎（50）1258

観光船の船頭養成員

■対象　18歳から65歳くらいまでの
健康な人
■募集数　若干人
■養成期間　5月～平成29年1月31日

■勤務地　水郷佐原観光協会、水の
郷さわら、水生植物園など
4月25日㈪までに履歴書を持参ま

たは郵送で〒287-0003 佐原イ74-
31 水郷佐原観光協会�☎（52）6675

お知らせ
山田中央運動広場・栗源運動
広場野球場の改修工事終了
　山田中央運動広場野球場と栗源
運動広場野球場の改修工事（山田は
totoくじ施設改修助成による）が終了
し、現在利用できます。
山田B＆G海洋センター�☎（78）3204
栗源B＆G海洋センター�☎（75）3311

佐原文化会館の使用方法の
変更
練習室のみを使用する場合
◇使用申請　2カ月前～15日前
◇使用時間　9時～17時
佐原文化会館� ☎（55）1161

講座・教室

作って遊ぼう教室

■対象　小学生、保護者
■日時　5月14日から毎月第2土曜日

（全11回）　9時30分～11時30分
■場所　山田児童館
■内容　手作りアニメやスライムなど
の化学あそび、廃材を使った工作など
（第1回はプラバン工作）
■定員　30人（先着順）
■参加費　材料費1,000円（11回分）
■持物　上履き
山田児童館� ☎（78）1050

リンパセラピー教室

■対象　市内在住・在勤の成人女性
（初めての人優先）
■日時　5月24日から6月28日まで
の毎週火曜日（全6回）　
13時30分～15時30分
■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　体内の滞ったリンパ節の循
環を改善し、健康な体づくりを実践
実感
■定員　30人（最少開催人数10人）
■参加費　無料
■持物など　大きめのバスタオルま
たはヨガマット、筆記用具、飲み物、
動きやすい服装
4月19日㈫から22日㈮までの9時

から電話または直接生涯学習課事業
推進班（小見川スポーツ・コミュニティ
センター内）� ☎（82）1133

くつろぎのヨガ教室

■対象　市内在住・在勤の成人
■日時　6月7日から7月5日までの毎
週火曜日（全5回）　14時～15時30分

時　間 イベント 会　場
11時15分 山車整列完了（24台）

香取街道
12時15分～ 通し砂切

12時25分ごろ 山車巡行開始 佐原の歴史的町
並み ほか

16時50分ごろ 山車整列完了
小野川両岸

18時～18時25分 灯入れ・総踊り

18時30分 代表砂切
（新橋本区、下仲町区）

忠敬橋付近
（小野川沿い）

19時30分ごろ 各町曳き別れ
21時 山車曳き廻し終了

　9時から21時まで運行ルートが変更となります。
周遊ルート
　「忠敬橋」「東関戸」「水郷佐原山車会館」「諏訪
神社」「佐原駅」の停留所では乗降できません。
※佐原駅北口に臨時停留所を設置

香取市合併10周年記念
　山車特別曳き廻し
� イベントスケジュール

問総務課　☎（50）1201

問企画政策課　☎（50）1206

24日㈰ 佐原循環バス運行ルート変更

■販売開始日　4月22日㈮
■販売部数　700シート
■販売郵便局　市内の全郵便局お
よび近隣市町の郵便局（全68局）
■料金� 1シ ー ト1,230円（82円
切手×10枚）
臨時窓口の開設
　「山車特別曳き廻し」に合わせて
臨時窓口を開設します。
■日時　4月24日㈰　10時～
■場所� 佐原上仲町郵便局前

香取市合併10周年記念切手
販売開始

問企画政策課　☎（50）1206

県立病院前土地 好評分譲中 ！
建築第三弾いよいよ始まります。

㈱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･（58)9099

未来の設計図
一緒に考えませんか？

ナルミ不動産

現地案内随時受付中です特定健診（無料）
日曜～土曜・祝日・予約可
土日祝日も診療　☎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

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

4月
24日㈰
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問い合わせ　秘書広報課� ☎（50）1204

香取市HPバナー広告
広報かとり広告募集中
長期掲載申込がお得です。

2月1日にHPがリニューアルしました。
� 会社や店舗の宣伝にご活用ください。

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

※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…11日㈬　13時～13時30分
　　　（平成28年1月生）
■10カ月児健診
小見川…18日㈬　13時～13時30分
　　　　（平成27年6・7月生）
■1歳6カ月児健診	
佐原…25日㈬　13時～13時30分
　　　（平成26年10月生）
■2歳6カ月児歯科健診
佐原…13日㈮　13時～13時15分
　　　（平成25年11・12月生）
■3歳6カ月児健診
小見川…10日㈫　12時30分～12時45分
　　　　（平成24年10・11月生）
佐原…24日㈫　13時～13時15分　
　　　（平成24年11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…12日㈭・19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。
小見川…2日㈪　9時30分～10時

前期テニス教室

■日時　5月18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）
■参加費　3,000円（初回時に集金）
4月16日㈯・17日㈰に山田Ｂ＆Ｇ

海洋センター� ☎（78）3204

市民テニス講座

■対象　小学生以上
■日時　5月22日㈰　9時～正午　
受付8時45分
■場所　くろべ運動公園テニスコート
■内容　コーチングスタッフによるテ
ニスレッスン
■定員　30人（先着順）
■参加費　1,000円（当日支払い）
4月15日㈮から体育協会佐原支部
� 　☎（55）0003
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■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）
※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

31催 し

小見川文化協会展

■日時　4月30日㈯、5月1日㈰
9時～17時（5月1日は16時まで）
■場所　小見川市民センター「いぶ
き館」
■内容　俳句・絵画・写真・陶芸な
どの展示、書道・茶道などの体験、
芸能発表、チャリティバザーなど
小見川文化協会　波田野
� 　☎（83）6535

千葉ロッテマリーンズ9後援
会デー
■日時　5月8日㈰　13時～
■試合　オリックス戦
■集合場所　市役所、小見川市民セ
ンター「いぶき館」
※「初めての野球観戦」参加者は現地
集合可

親身 近 な 相 談 室 子 と 成 人 の 保 健 5月

問健康づくり課	 ☎（50）1235

外科内科月日
休日の夜間急病診療

市民相談
閉庁日を除く毎日	 8時30分〜16時30分
市民協動課� ☎（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）
市民協動課	 ☎（54）1138
小見川支所� 4月26日㈫（予約日�4月19日㈫）
市役所� 5月11日㈬（予約日�5月2日㈪）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　�4月20日㈬　13時30分～15時30分
　市民協動課� ☎（54）1138
　5月20日㈮　13時30分～15時30分
　市民協動課� ☎（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）
　4月19日㈫、5月2日㈪　13時30分～16時
　市民協動課� ☎（54）1138
●交通事故相談（要予約）
　5月10日㈫　10時～15時
　環境安全課� ☎（50）1248
●心配ごと相談
　6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
　�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）　
　�4月27日㈬、5月18日㈬・25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）
　�4月25日㈪、5月9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

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）

布施外科医院� ☎（52）4580
本多病院� ☎（82）3181
根本医院� ☎（54）2823
宇井整形外科医院� ☎（52）3131
日新外科胃腸科医院� ☎（54）5977
あいざわクリニック� ☎（55）8001
佐原泌尿器クリニック� ☎（54）3390
布施外科医院� ☎（52）4580

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
石井内科医院� ☎（55）1414
飯島ペインクリニック� ☎（55）0300
佐原中央病院� ☎（55）1113

4月17日㈰
24日㈰
29日㈷
5月1日㈰
3日㈷
4日㈷
5日㈷
8日㈰

母の日マリーンズダンスチャレンジ
■対象　4歳～小学生と保護者（母親）
■内容　グラウンドでのオープニング
ダンスに参加、試合観戦
■定員　80組（先着順）
■参加費　子ども…無料、保護者…
1,000円（後援会員は無料）
■特典　マリーンズTシャツプレゼント
（子どものみ）
初めての野球観戦
■対象　香取市在住・在勤で野球観
戦をしたことがない人
■定員　100人（先着順）
■参加費　1,000円（後援会員は無料）
■申込方法　千葉ロッテマリーンズ香
取後援会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　� ☎090（3408）6979

A
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■日時　4月23日㈯　10時～15時
■場所　成田国際空港第2旅客ター
ミナルビル前中央広場
■内容　空港周辺市町のご当地グル
メ・特産品販売、抽選会、キャラクター
ショーなど
（一財）成田国際空港振興協会
　� ☎�0476（34）6393

市役所ロビーコンサート

■日時　4月27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　香取市音楽愛好会（木内弘
子、堀越幸子、高橋恵子、菅井幸子）
■入場料　無料
生涯学習課� ☎（50）1224

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 0.05
新島中学校 0.05 0.05
小見川幼稚園 0.07 0.07
栗源保育所 0.06 0.06

3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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