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借金の整理 不動産・建築

離婚・相続自己破産 過払金回収

（完全予約制）
問合せ・ご予約は

平日夜間対応可
秘密厳守0299-91-1171

神栖ひまわり基金法律事務所
弁護士 瀧 智英・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階土日祝日も診療。休診日なし

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

特定健診（無料）
日曜～土曜・祝日・予約可

☎55-8001

渡辺洋子バレエ教室
クラシックバレエを基礎より
正しく丁寧に指導します

いつでも見学・無料体験レッスンOK！随時入会できます

レディースクラス、幼児・小学生クラス、中高生クラスあり
※詳しくはお問い合わせください

指導者：渡辺洋子（東京シティ・バレエ団団員、同バレエ団教師）
【佐原教室】　立原ハウジング２F（佐原駅から徒歩５分ほていや本店前）
【鹿嶋教室】　岡見書店会議室２F（鹿島神宮駅から徒歩10分常陽銀行鹿島支店付近）
電話：鈴木（090-9316-7944）　Eメール：hiroe.s.5@softbank.ne.jp

水曜日・金曜日鹿嶋教室佐原教室 火曜日・木曜日・土曜日

子供から大人まで
初心者からポアントクラスまで

暮らしの情報
2014.MayInformation

■開園時間　8時～18時30分（入園
は18時まで）
■入園料　大人…700円、小中学生
…350円
■催し　あやめ祭り期間中は、さま
ざまなイベントが盛りだくさん。
詳しくは、本紙6月1日号でお知らせ
します。
オープニングイベント
　5月31日㈯8時から、先着100人
にハナショウブ苗をプレゼント。おら
んだ楽隊の演奏が9時と正午に行わ
れます。

郷土芸能の演奏会
■日時　6月1日㈰　10時30分～、
13時～
園内舟めぐり
■日時　5月31日㈯～　8時30分～
18時
■料金　大人（中学生以上）…500
円、小人（3歳～小学生）…200円、
大人団体（20人以上）…1人400円
■所要時間　約10分

水郷佐原水生植物園 ☎（56）0411
　商工観光課 ☎（50）1212

5月31日㈯～6月29日㈰
　400品種150万本のハナショウブ。改良に
夢かけた先人たちのロマンに思いをはせなが
らゆっくりご堪能ください。

募 集

平成26年度
税務職員（国家公務員）
■受験資格　　
①平成26年4月1日において高等学
校または中等教育学校を卒業した日
の翌日から起算して3年を経過してい
ない人および平成27年3月までに高
等学校または中等教育学校を卒業す
る見込みの人
②人事院が①に掲げる者に準ずると
認める人
■申込期間
①インターネット
6月23日㈪～7月2日㈬
http://www.jinji-shiken.go.jp/

juken.html
②郵送または持参
6月23日㈪～6月26日㈭
■試験日　　
◇第1次試験　9月7日㈰
◇第2次試験　10月16日㈭～24日㈮
のうち、指定する日
佐原税務署総務課 ☎（54）1331

航空科学博物館
航空キッズアート展
　園児・小学生を対象に、飛行機に
関する絵画、デザイン、工作などを
募集します。審査の結果、優れた作
品には賞品を用意しています。
■募集期間　9月30日㈫まで
■展示期間　11月1日㈯～30日㈰
航空科学博物館　

☎0479（78）0557

1331お知らせ

赤十字活動資金へのご協力

　5月、6月は赤十字運動月間です。
　日本赤十字社は、国内の災害時の
救護をはじめ、国外の紛争・自然災
害の被災者に対する緊急救援活動な
ど、さまざまな人道的活動を行ってい
ます。これらの活動は、多くの皆さ
んの温かい善意によって支えられてい
ます。活動資金へのご協力をお願い
します。
社会福祉課 ☎（50）1209

農村おでいコンポ（堆肥）
の在庫終了
　本紙2月15日号でお知らせした「農
村おでいコンポ」は、在庫が無くなり
ました。
　現在熟成中ですので、堆肥になり
しだいお知らせします。
　また「豚ぷんおでいたい肥」（15
㎏/袋、200円/袋）は在庫がありま
す。
下水道課 ☎（54）3521

童門冬二氏
「伊能忠敬翁」を語る
■日時　5月23日㈮　14時30分～16時
■場所　佐原中央公民館3階視聴覚室
■演題　いま　伊能忠敬に何を学ぶ
か
■入場料　無料
伊能忠敬大河ドラマ化推進協議会

☎（52）5226

調理師試験

■期日　7月23日㈬
■場所　幕張メッセ国際展示場展示
ホール8
■願書受付　5月20日㈫～22日㈭
香取健康福祉センター（香取保健

所）地域保健福祉課 ☎（52）9161

県立香取特別支援学校
一般公開
　香取特別支援学校は、知的障害者
や肢体不自由のある子どもたちが通
っています。本校の教育や子どもた
ちを理解していただくために「学校一
般公開」を行います。
■日時　6月11日㈬　9時50分～正午
■場所　県立香取特別支援学校（神
崎町大貫383-13）
5月30日㈮までに県立香取特別支

援学校 ☎（72）2911

県立銚子特別支援学校　
学校公開
■日時　6月17日㈫・18日㈬　9時
20分～11時50分
■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
県立銚子特別支援学校　保科　

☎0479（22）0243

1442講座・教室

県立佐原病院健康教室

■日時　5月22日㈭　16時～
■場所　県立佐原病院1階多目的ホ
ール
■内容　脳卒中のリハビリテーション
■講師　県立佐原病院　主任上席専

門員
■参加費　無料（予約不要）
県立佐原病院 ☎（54）1231

1231催 し

市民ハイキング

■対象　市内在住・在勤・在学者
■期日　6月22日㈰
■場所　鎌倉方面
■定員　100人（先着順）
◇生涯学習課…50人
◇小見川スポーツ・コミュニティセン
ター…50人
■参加費　3,000円（保険料を含む）
6月8日㈰8時30分から（1人の申し

込みで2人まで可）次へ
生涯学習課 ☎（50）1221
小見川スポーツ・コミュニティセンター

☎（83）0101

春季市民ソフトボール大会

■対象　男・女チーム
■日時　6月1日㈰　8時～（予備日
6月8日㈰）
■場所　小見川河川敷運動公園
■参加費　2,000円
※別途登録料1,000円がかかります
■抽選会　5月29日㈭　18時～　
香取市民体育館会議室
5月28日㈬までに体育協会佐原支

部 ☎（55）0003

国土地理院バスツアー     

　6月3日の「測量の日」に合わせ、国
土地理院バスツアーを行います。
■対象　小学生以上の市内在住者
（小学生は保護者同伴）
■日時　6月1日㈰9時市役所出発
（市役所着は17時予定）
■場所　国土地理院「地図と測量の
科学館」、予科練平和記念館
■定員　40人（先着順）
■参加費　無料（施設内での費用は
自己負担）
■持物　弁当（周辺に飲食施設あり）
5月28日㈬17時までに㈳佐原青年

会議所「地図のまち佐原バスツアー」
係 ☎（54）2244

…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
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　4月から広告料金が安くなり長期割引
も始めました。会社や店舗・イベントの
PRなどにご利用ください。
問い合わせ　秘書広報課 ☎(50)1204

広 告
募集中!

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…4日㈬　13時～13時30分　（平成
26年2月生）
小見川…11日㈬　13時～13時30分　（平
成26年1～2月生）
■10カ月児健診
佐原…25日㈬　13時～13時30分　（平成
25年7月生）
■1歳6カ月児健診
小見川…3日㈫　12時30分～12時45分　
（平成24年10～11月生）
佐原…18日㈬　13時～13時30分　（平成
24年11月生）
■2歳児歯科健診
小見川…13日㈮　12時30分～12時45分
（平成23年12月生、平成24年1月生）
■3歳児健診
佐原…17日㈫　13時～13時15分　（平成
22年12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。
■ＢＣＧ予防接種
■4種混合予防接種
■3種混合予防接種
■不活化ポリオ予防接種
■麻しん風しん混合（ＭＲ）予防接種
■日本脳炎予防接種
■2種混合予防接種
■ヒブワクチン予防接種
■小児用肺炎球菌予防接種

各種教室・相談
■離乳食教室（要申込）
佐原…20日㈮　13時15分～13時30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、乳幼児期の発達上の、心配ごとの相
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…4日㈬、小見川…2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
市民対象 9時30分～14時 予約は市民活
動推進課（先着10人） ☎（54）1138

山田支所 5月27日㈫（予約日 5月20日㈫）
市役所 6月11日㈬（予約日 6月4日㈬）

そのほかの相談
●行政相談・人権相談
　  5月21日㈬、6月2日㈪　13時30分～
15時30分

　※6月2日㈪は人権相談のみ
　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）
　 5月20日㈫、6月3日㈫・17日㈫　10
時～15時

　市民活動推進課 ☎（54）1138
●交通事故相談（要予約）
　6月10日㈫　10時～15時
　環境安全課 ☎（50）1248
●心配ごと相談
　6月5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 9時30分～16時30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7階701会議室）
　6月3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）　
　5月21日㈬、6月3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）
　 5月26日㈪、6月9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

市役所ロビーコンサート

　市役所のロビーを利用したロビー
コンサートを開催します。
■日時　5月28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　白百合幼稚園
■入場料　無料
生涯学習課 ☎（50）1224

小見川出前寄席

■日時　6月21日㈯　14時～
■場所　よろず亭（小見川駅前通り）
■前売り券　1,200円（5月21日㈬か
ら香取市商工会で販売）
■出演者
◇前座　林家つる子
◇二ツ目　林家はな平
◇色物　マギー隆司
◇真打　三遊亭円龍
香取市商工会 ☎（82）3307

水郷将棋大会

■日時　6月8日㈰　9時受付
■場所　佐原中央公民館
■競技方法 　A・B級別の個人戦（各
5回戦）
■参加費　2,000円（中学生以下は
1,000円）、昼食付
日本将棋連盟佐原支部長　黒田

☎（54）2831

東庄県民の森
春の草木染体験
■日時　6月15日㈰　9時30分～正午
■場所　東庄県民の森管理事務所
■内容　園内に自生する草木を使っ
た染物体験
■定員　20人（先着順）
■参加費　500円（材料費代含む）
■持物　ゴム手袋、軍手
県立東庄県民の森管理事務所

☎（87）0393

水郷小見川少年自然の家
プラネタリウム&カヌー体験
プラネタリウム一般公開
■日時　6月8日㈰　
◇１回目投影　10時～　受付9時30
分～
◇2回目投影　11時10分～　受付
10時40分～
※1回目と2回目の投影内容は同じです
■場所　県立水郷小見川少年自然の家
■内容　春と夏に見られる誕生月の
星座の紹介
■参加費　無料
やさしいカヌー基礎編
■日時　6月8日㈰　13時～15時　
受付12時45分～
■対象　初心者
■場所　県立水郷
小見川少年自然の家
■持物　着替え、タ
オル、濡れてもいい靴（ビーチサンダ
ル不可）
県立水郷小見川少年自然の家　

☎（82）1343

東総運動場
ウエストサイズ物語
■日時　6月1日㈰　13時30分～
■場所　県総合スポーツセンター東
総運動場
■内容　転倒予防歩行訓練、血流マ
ッサージ、サークルダンスなど
■定員　20人
■参加費　200円（テキスト・保険料
含む）
県総合スポーツセンター東総運動場

☎0479（68）1061

親身 近 な 相 談 室 子 と 成 人 の 保 健 6月
問健康づくり課　☎（50）1235

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 0.10 0.09
府馬小学校 0.05 0.05
新島中学校 0.07 0.07
小見川幼稚園 0.07 0.07
栗源保育所 0.07 0.07

4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。

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

飯島ペインクリニック ☎(55)0300
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
馬場病院 ☎(82)2730

5月18日㈰
25日㈰
6月1日㈰
8日㈰
15日㈰
22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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