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運行期間 市民体育館で集団接種を行っている 3/9 ㈬～3/27 ㈰  ※月・火曜日は実施していません
定員 各便 15人 ※定員に達した場合は乗車できません

　京成佐倉駅、JR佐倉駅から集団ワクチン接種会場の市民体育館まで  無料送迎バスを運行します

５歳から 11歳までのお子さんの新型コロナワクチン接種が始まります

佐 倉
こうほう

S A K U R A   C I T Y

- 佐倉で才能が開花する -

SAKURASAKURA

　息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱などの強い症状があ
る場合や、発熱や咳など比較的軽い症状が続く場合など、かかりつけ医や
発熱外来に相談し医療機関を受診してください。
◇千葉県発熱相談コールセンター（24時間）　☎ 0570 -200 -139
◇佐倉市健康管理センター（平日 8：30～ 17：15）　☎ 485-6711

症状が出たとき

濃厚接触者になったとき
陽性者から「濃厚接触者に該当する」と連絡が来たら、感染者と接触があっ
た日を0日として、翌日から７日間外出の自粛と健康観察をお願いします。
　ただし、10日間が経過するまでは、検温などによる健康状態の確認や感
染リスクの高い場所の利用、会食などを避けること、マスクの着
用することなどの感染対策をお願いします。
※詳しくは、県のホームページをご覧ください

濃厚接触者とは…  患者の感染可能期間（※ 1）において、
▶同居あるいは長期間の接触があった
▶適切な感染防護（※２）なしに患者を診察、看護もしくは介護していた
▶気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い
▶手で触れることのできる距離（目安として1ｍ）で、必要な感染予防策
（マスク着用など）なしで、15分以上接触があった
… のいずれかに該当する場合、濃厚接触者となります
※ 1　患者の発症日の２日前から
※ 2　サージカルマスクの着用および適切な手洗いに加え、
　　　必要に応じて、目の防護具

　県では、感染者に対して行われる、保健所の聞き取り調査を円滑に実施
するために、検査結果判明前に自身で事前に緊急連絡先や基礎疾患などの
情報を入力しておくことができる「IMABIS」の運用を行っています。
　登録しておくことで、検査結果が陽性となった場合に行われ
る、保健所からの聞き取り調査などがスムーズになります。
※詳しくは、県のホームページをご覧ください

新型コロナウイルス感染症の検査を受けたとき
新型コロナウイルス感染（疑い）者事前登録システム
「 IMABIS（イマビス） 」に、ご自身の情報の登録を

  感染を広めないために、症状出現時の受診、
                        濃厚接触者への連絡を忘れずに

発熱や風邪の症状がある場合
かかりつけ医に受診・検査が可
能か事前に電話または県ホー
ムページで発熱外来を確認

検査を実施したら、結果が判明するまでの間
に、新型コロナウイルス感染（疑い）者事前
登録システム IMABIS（イマビス）に入力

保健所から連絡
療養開始

保健所が、症状などの聞き取り、
療養場所を調整する

あなたから濃厚
接触者に連絡

保健所の指導にそって、あなたが濃厚接触
者に検査を受けていただくよう案内

陽性反応（医療機関から連絡）陽性反応（医療機関から連絡）

対象のかた全員に、接種クーポン券を送付しています。「基礎疾患のあるかた」（要申請）および「小学 5年生のかた」は予約が可能です。
それ以外のかたの予約開始スケジュールは、市ホームページでお知らせします。予約の際は、接種クーポン券に同封されている案内をよくお読みください。

新型コロナワクチン追加（3回目）接種対象となっているすべてのかたが、2回目接種完了から、
6か月経過後にワクチンを接種できるようになりました。接種券は、随時発送しています。

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大しています新型コロナウイルス感染症の感染が拡大しています

受診できる受診できる
医療機関に医療機関に
電話電話

医療機関で受診医療機関で受診
※医師の判断※医師の判断
で検査を実施で検査を実施

問い合わせ 健康推進課☎ 485 - 6711

★ 3/18 ㈮、3/25 ㈮の夜間に集団接種を予定（送
　迎バスも運行予定）。詳細は市ホームページ
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新型コロナウイルス感染症に関する支援

※今号に掲載している内容は 2月 16日現在の内容です

【②家計急変世帯の場合】　※支給にあたり、申請が必要です
ー住民税非課税相当水準以下の判定方法ー
▶令和 3年 1月以降の任意の 1か月の収入を年収に換算（年間収
　入見込額）して判定します。
▶収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入で判定します。
※ 非課税相当水準の収入額は世帯構成により異なります
※ 年間収入見込額が非課税相当収入限度額よりも高い場合

　　　は、1年間の所得額で判定します。この場合は、令和３年分
　　　所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判
　　　定します
▶申請時点の世帯状況で、令和 3年度分住民税が課されている世
　帯全員のそれぞれの収入（所得）について判定します。
※ 一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は、対象になり
　　　ません
▶受付後、審査を行い、順次支給（口座振込）を行います。
※支給には１か月半程度の期間を要することが見込まれます
▶申請は、原則郵送で受け付けます。
▶申請に必要な書類は、市ホームページに掲載しているほか、市社
会福祉課、　市出張所・派出所、佐倉市社会福祉協議会、くらしサポー
トセンター佐倉などで配布しています。入手が難しいかたは、郵送
しますのでお問い合わせください。

対象世帯　次の①または②のいずれかに該当する世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く
①住民税非課税世帯
　　基準日（令和 3年 12 月 10 日）において世帯全員の令和３年
　度分の住民税が非課税である世帯
②家計急変世帯
　　①以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家
　計が急変し、世帯における住民税課税者全員の令和３年１月以降
　の収入見込額が、住民税非課税相当水準以下である世帯

給付額　１世帯あたり 10万円
　　　　（①②併せて給付を受けることはできません）

手続方法　　
【①住民税非課税世帯の場合】
▶対象世帯へは、２月に確認書を送付しています。
　原則確認書発行日から３か月以内が提出期限となりますので、早
　めに返送してください。
▶返送された書類の内容を確認後、口座振込にて、順次、支給します。
※確認書の提出後、支給には１か月～１か月半程度の期間を要す

　　ることが見込まれます

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

問い合わせ　社会福祉課 臨時特別給付金担当  ☎ 484 - 6496　※詳細は、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料  の  減免申請国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料  の  減免申請
新型コロナウイルス感染症の影響による減免の申請は、3月 31日㈭までとなっています。

　減免の要件や提出書類などの詳細は、
市ホームページをご覧いただくか、担当
課にお問い合わせください。

▶国民健康保険税　　　　　健康保険課【国保】☎ 484-6125
▶後期高齢者医療保険料　　健康保険課【後期】☎ 484-6136
▶介護保険料　　　　　　　介護保険課　☎ 484-6187

支給額　対象児童 1人につき 10万円

支給対象　次の①～③に該当する児童を養育するかた
①令和 3年 9月分の児童手当（特例給付を含む）の対象となって
　いる児童
②平成 15年 4月 2日から平成 18年 4月 1日までに生まれた児童
（高校生など）
③令和3年9月以降、令和4年4月1日までに生まれた児童（新生児）
【申請が必要なかた】　対象児童を養育しているかたで、令和３年 9
月分の児童手当（特例給付を含む）を佐倉市から受給していないか
た（高校生のみを養育している世帯、公務員の世帯など）

申請期限　令和 4年 3月 25日㈮
　　　　　※新生児分は令和 4年 4月 28日㈭まで受付

◆国が定める基準日以降の離婚などにより、児童を養育しているに
も関わらず給付金を受け取ることができなかったかたの支給要件、
申請方法などの詳細はお問い合せください。また、支給対象などが
変更となる場合がありますので、最新の情報および詳細は、市ホー
ムページをご確認ください。

子育て世帯への臨時特別給付金子育て世帯への臨時特別給付金
～ 給付の対象者を拡大し、申請期限を延長しました ～

　所得制限により対象とならなかったかた、国が定める基準日以降の離婚など（離婚協議中の別居を含む）により、児童を
養育しているにも関わらず給付金を受け取ることができなかったかたにも、支給を行います。※一定の要件があります

問い合わせ こども家庭課 ☎ (484)6140

千葉県感染拡大防止対策協力金千葉県感染拡大防止対策協力金
　県では、１月 21日以降のまん延防止等重点措置に係る要請に協
力された認証店および確認店に、協力金を支給します。
主な支給要件  ▶午後 9時から午前5時まで営業自粛すること
▶同一グループ・テーブルへの入店案内は、原則 4人以内とすること
（ただし、乳幼児、介助者などやむを得ない場合を除く）。同一グルー
プ・テーブルは原則4人以内である旨を店舗入口および店内に掲示し、
利用者に周知すること  ▶感染防止対策を実施している認証店または

確認店であること ▶令和 3年 10月25日から協力開始日の前日まで
の間、午後９時から午前 5時までの間に営業時間を設け、営業して
いること（当該期間において全て休業するなど、営業実態
がないと判断される場合は対象外）
※申請期限などの詳細は、専用ポータルサイトをご覧ください
問千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター☎ 0570-783939

（午前 9 時～午後 6 時、土・日曜日、祝日を含む）
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佐倉城址公園

京成佐倉駅

JR佐倉駅

トゥクトゥク
（三輪タクシー）の運行
19、20 日

巡回バスの運行
19、20 日

◉ 佐倉市役所

●

●

●

●

●

●

●

●

●

旧今井家住宅
19 日
・SDGｓ古民家カフェ
20日
・歴史展示

二番町
19 日、20日
・山車展示

美容室らぶらぶ
20 日　・野点

おはやし館
19、20 日
・山車人形展
・山車展示
・お囃子演奏

旧堀田邸
19、20 日
和装着用で入場無料

市立美術館
19、20 日
・山車人形展

塚本美術館
19、20 日（臨時開館）
・「刀剣乱舞」に関する
刀剣展示

武家屋敷
19、20 日
和装着用で入場無料

旧平井家住宅
19、20 日
・きもの散歩
・古民家カフェ

大手門跡広場
19、20 日
・エアースライダー

自由広場付近
19、20 日
・露店ストリート

駅前“桜”広場
19、20 日
・天倫の桜ブース
・キッチンカー出店

清宮木材跡地
19、20 日
・キッチンカー出店

✿✿ ✿✿

✿✿

✿✿

●

本丸跡
19 日 
・佐倉コスプレ合戦～春の陣～
（和装コスプレコンテスト）
（午後１時～２時 30分）
・すとりーと奏蘭
20日
・和太鼓の響宴
・立身流演武
（午後零時 30分～１時 10分）

本丸跡
19 日 
・佐倉コスプレ合戦～春の陣～
（和装コスプレコンテスト）
（午後１時～２時 30分）
・すとりーと奏蘭
20日
・和太鼓の響宴
・立身流演武
（午後零時 30分～１時 10分）

●

城址公園入口
19、20 日
・レンタサイクル
・忍者体験

城址公園入口
19、20 日
・レンタサイクル
・忍者体験

●三逕亭
19 日
・和装着付け

三逕亭
19 日
・和装着付け

●

二の丸通路
19 日
・タイムトラベルすとりーと
20日
・江戸の大道芸
・南京玉すだれ
19、20日
・写真撮影スポット設置

二の丸通路
19 日
・タイムトラベルすとりーと
20日
・江戸の大道芸
・南京玉すだれ
19、20日
・写真撮影スポット設置

P

P

P

問問 佐倉市観光協会☎ 486-6000 佐倉市観光協会☎ 486-6000

　和の風情が漂う城下町「佐倉」に和服を着た人々
が多く集まり、行き交うことで桜とともに城下町「佐
倉」を演出していく参加型イベントです。また、和
太鼓、よさこいソーラン、和装コスプレコンテスト、
江戸の大道芸などの催しを開催し、街全体に賑わい
を創出します。

※時代衣装行列は実施しません
※和装を希望するかたは、三逕亭、旧平井家住
宅（下図参照）で衣装をレンタルできます（有料）

午前 10 時～午後 4 時（荒天中止）午前 10 時～午後 4 時（荒天中止）

場所場所
佐倉城址公園～新町通り～旧堀田邸佐倉城址公園～新町通り～旧堀田邸

和装で佐倉を巡ろう和装で佐倉を巡ろう

佐倉囃子の演奏佐倉囃子の演奏 和装が映える場所で記念撮影和装が映える場所で記念撮影

来場の際は公共交通機関をご利用ください来場の際は公共交通機関をご利用ください
交通規制は実施しません。自動車の往来にご注意ください交通規制は実施しません。自動車の往来にご注意ください

〈新型コロナウイルス感染拡大対策〉
期間の複数日化・エリアの拡大
　従来の 1日・短期間のイベントを 2日間のイベン
トに変更します。また、新町・栄町通りに催しを集
中させるイベントから、城址公園から旧堀田邸まで
エリアを広げることで密集・密接を回避します。

最新情報は市ホームページをご覧ください。

✿✿桜に染まるまち佐倉関連イベント桜に染まるまち佐倉関連イベント
※８ページ参照※８ページ参照
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対象　令和3年４月１日から令和4年３月31日までに、短期人間ドック・
脳ドックを受検する佐倉市国民健康保険の被保険者（20歳以上）、また
は佐倉市の後期高齢者医療の被保険者

◆短期人間ドック
　指定の項目［特定健診（健康診査）相当］を含む短期人間ドックを受
検するかた　
※令和 3年度実施の特定健診（健康診査）を受診したかたは申請できません
◆脳ドック
　令和 3年度短期人間ドック助成を受けたかた（脳ドックと同時に短期
人間ドックを受検するかたを含む）、または令和 3年度実施の特定健診
（健康診査）を受診したかたで、頭部MRI（磁気共鳴断層撮影）および
頭部MRA（脳血管撮影）を含む脳ドックを受検するかた

助成額　受検費用の２分の１以内（上限１万円）
申請方法　郵送または持参。申請書（健康保険課・各出張所で配布）を記入、
押印の上、〒 285-8501 市役所健康保険課へ
※保険税（料）の滞納があるかたは、申請できません
※令和 4年度の助成については、４月以降にお知らせします
申請期限　３月 31日㈭（必着）
問 健康保険課　
▶国民健康保険のかた☎ 484-6604
▶後期高齢者医療のかた☎ 484-6136

佐倉市の「国民健康保険・後期高齢者医療制度」に加入しているかたへ

令和 3年度短期人間ドック・脳ドックの助成

３月31日㈭で申請受付を終了します

◉行方不明時の早期発見を目指して
　市では、認知症などで行方不明となる
おそれがあるかたやその家族を支援する
ため、八街市や酒々井町、関係機関など
と協力し、「２市１町 SOSネットワーク」
事業を実施しています。行方不明になっ
たかたを sos ネットワークで捜索情報の
提供をした場合、約 91％のかた（過去５年間）が翌日までに保護され、
早期発見につながっています。
◉「２市１町 SOSネットワーク」の具体的な取り組み
▶ SOS 高齢者等事前登録　行方不明となるおそれがある高齢者のかた
などの身体状況や家族の連絡先を事前に登録し、佐倉
警察署と情報を共有します。また、靴に貼る登録番号
付き反射ステッカー「SOS ステッカー」（右図）を無
料で登録者のかたに配布しています。
▶捜索情報の提供　佐倉警察署への捜索依頼を受け、防災無線・Eメール・
ファクスなどで、公共施設・民間団体・市民の皆さんへ情報提供し、早
期発見に向けて捜索の協力を依頼します。
▶ GPS 通信端末機器の初期費用助成 GPS 通信端末機器（人工衛星
を利用する位置を調べられるシステム）を新規契約する際の初期費用の
一部を助成します（要事前相談）。
問 高齢者福祉課☎ 484-6138

◉ストレスを自覚して、対処しましょう
　小さなストレスは、日常的に誰にでも起
こるものです。しかし、大きなストレスや
長期間の継続するストレスは、こころの病
気の引き金となる場合もあります。まずは、
ストレスを自覚して早めに相談し、適切な
アドバイスを受けることで、こころの不調
を予防することが大切です。誰かに相談を
するなどストレスをため過ぎないように工
夫しましょう。

◉生活習慣を整え、ストレスを上手に発散！
　ストレスと上手につきあうためにも毎日
の生活習慣（睡眠・食事・運動）を整えましょ

う。また、自分に合ったリラックス方法を
みつけ、ストレスを上手に発散しましょう。
　私たちは、ストレスを感じるとき、物事
を固定的に考えてしまっていることがあり
ます。考え方や見方を少し変えてみるだけ
で、気持ちが少し楽になることがあります。

◉困った時は誰かに相談してみましょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　誰かに話を聴いてもらうだけでも、気持
ちが楽になることがあります。友人・家族・
同僚・地域や趣味の仲間など、日頃から気
軽に話せる人を増やしておきましょう。し
かし、こころと体の症状が続くときは、早
めに専門家に相談しましょう。

問健康推進課☎ 312-8228

問母子保健課
☎ 312-7688

◉精神科医によるこころの健康相談
対 こころの悩みや不安について、相談したい市
民のかたやその家族　
要申し込み・無料
日 3 月 24 日㈭午後 1時 50分～４時 30分
（1人 30分、予約時に電話で問診あり）
※投薬、診断などはできません
場 南部保健センター
申 問 健康推進課☎ 312-8228

日日付　時時間　 場場所　内内容　費費用　対対象　定定員
講講師　持持ち物 〆締め切り　申申し込み 問問い合わせ凡 例

◉高齢者肺炎球菌定期予防接種
対 肺炎球菌予防接種を受けたことがな
い 65・70・75・80・85・90・95・
100 歳のかた（令和 4年３月 31日時点）
接種費用　3000 円

◉麻しん風しん混合（MR）２期
定期予防接種

対 平成 27 年４月２日から平成 28 年
４月１日生まれのかた 
※小学校入学前年のお子さんが対象の
第２期麻しん風しん混合（MR）予防接
種は、期限を過ぎると無料で接種でき
なくなります

❶おたふくかぜワクチン 
対 １・２歳児（接種日時点で生後 12か月～
36か月未満）のかた
助成額（上限）　3000 円  
※おたふくかぜワクチン接種は任意接種で
す。接種の際は主治医と相談してください

❷大人の風しんワクチン
対 県の風しん抗体検査または無料クーポン券
を利用して抗体検査を受けた結果、抗体価が
低く、風しんワクチンまたは麻しん風しん混
合ワクチン（MR）を接種したかた
※このほかにも要件があります。
詳細はホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください
助成額（上限）
▶風しんワクチン 3000 円
▶麻しん風しん混合（MR）ワクチン 5000 円
※抗体検査を受けてから結果が出るまで１～
２週間かかります。また、接種の際は、抗体
検査の結果により主治医と相談してください

令和３年度の予防接種対象のかたは、令和４年３月31日㈭が期限です

自身のストレス度を確認してみませんか？
こころのストレス度チェック

悩みに合った相談先が見つかります
あなたはひとりじゃない　

内閣官房孤独・孤立対策担当室

お気軽にご相談ください

ワクチン接種費用の助成制度定期予防接種
❶❷共通事項
対象接種期間　令和３年４月１日～令和
４年３月 31日に接種した分
申請期限　３月 31日（消印有効）
助成方法　償還払い（医療機関での料金支払
い後、申請すると後日振り込み、自己負担額
が助成額を下回る場合は自己負担額を助成）

3月は3月は「自殺対策強化月間」「自殺対策強化月間」ですです　
――自身のストレスに目を向けてみましょう自身のストレスに目を向けてみましょう

短期人間ドック 脳ドックの助成

定期予防接種・ワクチン接種費用助成制度をご案内します

２市１町 SOSネットワーク
近隣市町や関係機関と協力して

認知症のかたを守ります
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内容 第４次佐倉市地域福祉計画の進捗管理および評価、次期計画
に関する提言、地域福祉の推進に関する意見の提案など
応募資格　次の条件をすべて満たすかた
▶原則、平日昼間に開催する年 3～ 5回程度の会議（１回２時間程度）
に参加できる市内在住・在勤・在学の 20歳以上のかた
▶市の附属機関などの委員を 3つ以上兼ねていないかた
▶国・地方公共団体の議員、市の常勤職員でないかた
任期　委嘱日～令和６年 3月 31日 　募集人数　３人
応募方法 小論文「地域福祉の推進について」（800 字程度）と申込
書に必要事項を記入し、郵送、持参、ファクスまたはＥメールで、
〒 285-8501 市役所社会福祉課℻ 486-2503、 shakaifukushi@
city.sakura.lg.jp へ
※申込書は社会福祉課で配布。市ホームページからダウンロード可。
郵送希望の場合は、返信用封筒（宛先を明記。84円切手貼付）を同封
の上、請求してください
〆 3 月 22 日㈫（消印有効）　選考方法　書類選考
※選考結果は応募者全員に通知。応募書類は返却しません
問 社会福祉課☎ 484-6135

地域福祉計画推進委員会委員を募集します

内容 環境保全対策に関する事項の調査および審議
応募資格　次の条件をすべて満たすかた
▶原則、平日昼間に開催する年 2回程度の会議に参加できる市内在住・
在勤・在学のかた
▶市の附属機関などの委員を 3つ以上兼ねていないかた
▶国・地方公共団体の議員、市の常勤職員でないかた
任期 令和４年５月１日～令和６年４月 30日　募集人数　4人
応募方法　申込書に必要事項を記入し、郵送、持参、ファクスまた
はＥメールで、〒 285-8501 市役所生活環境課℻ 486-2504、
seikatsukankyo@city.sakura.lg.jp へ
※申込書は生活環境課で配布。市ホームページからダウンロード可。
郵送希望の場合は、返信用封筒（宛先を明記。84円切手貼付）を同封
の上、請求してください
※Ｅメールの場合、申込書と同一内容であれば様式は問いません
募集期間　３月２日㈬～ 23日㈬（消印有効）
選考方法　書類選考　
※選考結果は応募者全員に通知。応募書類は返却しません
問 生活環境課☎ 484-6716

環境審議会委員を募集します

　「令和３年度財政援助団体等監査の結果に関
する報告に基づいて講じた措置」が市長から提
出されました。
閲覧場所　市政資料室（市役所１号館２階）、
市内図書館、市ホームページ
問 監査委員事務局☎ 484-6178

監査の措置結果について監査の措置結果について

補助の要件　次のすべてに該当するかた 
▶市内在住 ▶機器の設置場所がある 
▶処理された物を自らの責任で処理できる 
※市の取扱指定店（市ホームページ参照）で購
入手続きが必要です
対象機器 ❶コンポスト（生ごみの堆肥化容器） 
❷発酵菌による生ごみ減容器 
❸電気式生ごみ処理機
補助金額（１基あたり）　❶❷購入価格（税抜き）
の３分の１（100 円未満切り捨て）または 2000
円のいずれか少ない額　※年度内１世帯２基まで
❸購入価格（税抜き）の４分の１（100 円未
満切り捨て）または１万円のいずれか少ない額　
※年度内１世帯１基まで
手続き方法　購入時に印鑑と免許証などの住
所・氏名を確認できるものを取扱指定店に持参
し、備え付けの書類を作成してください。補助
金相当額を控除した金額で購入できます。
問 廃棄物対策課☎ 484-6149

SAKURA

佐倉市民憲章
マスコット
キャラクター

<みらいくん>

佐倉市民憲章（昭和 45年 12月 23 日制定）
　わたくしたちは、印旛沼湖畔のきれいな空気と緑と太陽と歴史に恵ま
れた佐倉市民です。全市民は、力を合わせてこの憲章を守り、理想のま
ちをつくりましょう。
一、私たちは、美しく清潔なまちをつくりましょう。
一、私たちは、公衆道徳を守り、スポーツを愛し、明るいまちをつくりましょう。
一、私たちは、歴史や自然を大切にし、おくゆかしいまちをつくりましょう。
一、私たちは、老人を敬い、子どもを愛し、あたたかいまちをつくりましょう。
一、私たちは、創意と努力をもって、豊かなまちをつくりましょう。

問自治人権推進課☎ 484-1948

佐倉市民憲章は、市民が力を合わせて「ふるさと佐倉の
まちづくり」を進めるため、昭和 45年に制定されました。

３月１日は「市民憲章推進の日」です

春季全国火災予防運動
３月１日㊋～７日㊊

全国統一防火標語
「おうち時間   家族で点検   火の始末」
問 佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部予防課

☎ 481-1217

取扱指定店で購入時に申請が必要です
生ごみ処理機器の購入を補助しま生ごみ処理機器の購入を補助しますす

勤務内容　図書資料の貸出、書架整理など
採用期間　4月 1日～令和 5年 3月 31日
勤務日数　週 2日（土・日・祝日勤務あり）
勤務時間　午前 8時 30分～午後 5時 15分
勤務場所　志津図書館・佐倉南図書館
対象　司書資格を持つかた、または公共図書館
で５年以上の勤務経験があるかた
募集人数　2人　
締め切り　3月 9日㈬（必着）
申し込み　郵送で履歴書（写真貼付）、資格証明
（写し）を〒 285-0023 新町 189-1 佐倉図書館
へ
※佐倉図書館または、志津図書館、佐倉南図書
館の窓口でも受け付けます
選考方法　書類選考および面接（3月 10 日㈭
または、11日㈮を予定）
問 佐倉図書館☎ 485-0106

図書整理員（会計年度任用職員）を図書整理員（会計年度任用職員）を
募集します募集します

　総務省統計局と県では、毎月、労働力調査を
実施しています。対象世帯に、調査員がお伺い
しますので、回答をお願いします。
期間　３～７月 
対象　臼井の一部の世帯
※調査員は、千葉県知事発行の調査員証を携帯
していますので、ご確認ください
問 県総合企画部統計課☎ 223-2220

労働力調査への回答をお願いします労働力調査への回答をお願いします

日程　５月 13 日 ~ 令和５年２月 10 日 主に金曜日午前９時 45 分～ 11
時 45分 （年間 32日程度。夏・冬・春休みがあります）
※新型コロナ対策のため、半日開催となります
※ウェブで動画視聴ができる環境が必要です
場 主に中央公民館 　内 講義、話し合い、実技、校外学習など
費 年 8000 円（材料費などは別途）　定 80 人（先着順）
対 市内に在住する 40歳以上のかた（令和４年４月１日時点）
申 入学願書に必要事項を記入し、郵送またはファクスで、〒 285-0025
鏑木町 198-3 中央公民館佐倉市民カレッジ℻ 485-1803 へ
受付期間  ４月８日㈮～ 15日㈮（消印有効）
※入学案内と入学願書は各公民館で配布しています。希望者
には郵送しますのでお問い合わせください
問 中央公民館☎ 485-1801

佐倉市民カレッジ  
令和４年度新入生を募集します

    健康相談
日❶ 33 月 1日㈫ ❷ 33 月 22 日㈫ 午前９時 30分
～ 11時 30分 要申し込み・無料
場❶南部保健センター❷健康管理センター
内保健師、栄養士、歯科衛生士による個別相談
※１人１時間程度（禁煙相談は 30分）
対 市内在住のかた（禁煙相談は、半年以内に禁
煙を希望するかた、または家族）
申問健康推進課☎312-8228
東邦大学医療センター佐倉病院Web公開講座

　「地域で考えるケアと治療『歩行障害と共に歩
　む～予防と治療ケア Luctor et Emergo』」
日 3月 26日㈯午後 2時～ 3時 30分 
要申し込み・無料 
場Web開催（右記より事前登録）
申問東邦大学医療センター佐倉病院☎462-8811
自死遺族支援事業【個別対面相談】
日奇数月の第３金曜日午後１時～４時 
要申し込み・無料 
場県印旛健康福祉センター
問千葉いのちの電話☎222-4416

保健の情報

お知らせ



新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、各種イベントが中止・延期
となる場合があります。各施設、担当部署および主催者にお問い合わせの上、
ご参加くださいますようお願いいたします。

移動図書館　さくらおぐるま号
2・16日（第 1・3水曜日）

八幡台（八幡台会館） 10:00～10:40
宮ノ台（井野中学校） 11:00～11:25
染井野（みずき公園） 15:15 ～15:45

8 日（第 2火曜日）
六崎（根郷角栄井戸作東公園脇） 10:00～10:30
春　路（しろさわ公園） 10:45 ～11:15
城 （松ケ丘一号公園下） 14:35 ～15:05
大崎台（城堀公園） 15:30 ～16:00

9 日・23日（第 2・4水曜日）
藤治台（集会所脇） 10:00～10:30
白　銀（堀上公園） 10:55 ～11:35
江原台（健康管理センター） 15:15 ～15:45
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INFORMATION

施設ガイド

お知らせ

■今月の休館日
3 月 1 日㈫・7 日㈪・14 日㈪・22 日㈫・
28日㈪ ♦北志津児童センター図書室は 21
日（月・祝）も休館します

図書館情報

三逕亭（佐倉城址公園内）
☎486-4520

3 月のお茶席はお休みです。
問文化課☎484-6191
〈貸席に関すること〉
問公園緑地課☎484-6165

シルバー人材センターからのおしらせ
《共通事項》 場レインボープラザ佐倉
申問佐倉シルバー人材センター☎486
-5482、℻486-5419、 sakurassjc@sjc.ne.jp
◆３月の就業相談・入会説明会
日 場 ▷ 8日㈫ レインボープラザ ▷ 11 日㈮・
17日㈭ 志津市民プラザ  ▷ 23 日㈬ミレニアム
センター佐倉 時各午前９時 30分集合・開始
◆家事支援サービス
費 30 分以内 500 円、１時間 1100 円、基本料
金 2時間～※詳細は要問い合わせ
◆福祉有償運送サービス「レインボーシャトル」
会員登録受付中
対 市内在住で 「要介護者」「要支援者」「身体障
害者」のかた 費《年会費3000円》 10分700円、
20 分 1200 円　※詳細は要問い合わせ。包括
支援センターも相談可
申問レインボーシャトル☎ 308-7848、℻ 481-
3010

◆シルバーＰＣサポーター
購入相談、グループレッスン、講師派遣します

❶パソコン・スマホなんでも相談会
日 ① 3月 6日㈰午前 10 時～午後 3時 ② 3 月
11 日㈮午後 1時～ 3 時　申し込み不要 場 ①
ワークプラザ ②志津市民プラザ 費 ①初回無料
（２回目以降 30分 600 円） ②無料
❷パソコン・スマホ個人指導・トラブル対応
各種設定・購入相談・修理など対応します 
費 基本料金：２時間 2640 円、以降１時間
1320 円（相談内容により実費）  場事務所または
自宅 
※土日・祝日、夜間、都合に合わせて対応可
◆シルバー刃物砥ぎ
日 毎週火・金曜日午前９時～午後３時 場 シル
バー人材センター内費▷包丁：500 円～ ▷鎌：
400 円～ ▷苅込鋏：900 円～
※ 1～ 3月の巡回刃物砥はお休みです
　市民公益活動ポスター展
　市では、社会・地域の課題解決やまちの活性
化に取り組んでいる、公益的市民団体活動を支
援しています。
日 3 月 8 日㈫～ 18 日㈮ 無料・申し込み不要 
場西志津ふれあいセンター
問 佐倉市市民公益活動サポートセンター☎
484-6686
　市内工業団地就職面接会を開催します
　市内工業団地内の企業 10 社が参加する就職
面接会を開催します。企業説明を聞くだけでも
参加可能です。
※参加企業など詳細はお問い合わせください
日 3 月 11 日㈮午前 10時～、午後１時 30分～
（２部制） 要申し込み・無料 場 佐倉商工会議所  
申 問 ハローワーク成田職業相談部門☎ 0476-
89-1700（部門コード 41#）
　仕事と暮らしの出張相談会
日 3 月 16 日㈬午前 10時～正午、午後１時～ 3
時 要申し込み・無料 場 西部地域福祉センター 
内仕事や家計の困りごとを抱えるかたの相談
申問くらしサポートセンター佐倉☎ 309-5483
　市野球協会審判講習会
日 3 月 20 日㈰午前 8時～午後 4時 要申し込み 
場 長嶋茂雄記念岩名球場 費 3000 円（昼食代
含む）対 18 歳以上で、日曜・祝日に参加でき
るかた※初心者指導あり。運動のできる服装で
申問市野球協会・柳☎ 090-4720-9409
　ハチロク（8620 形蒸気機関車）と遊ぼう
日 3 月 20 日㈰午前 9時～午後 4時 無料・申し
込み不要 場高崎川南公園（表町 2丁目）  
※公共交通機関をご利用ください
問佐倉市蒸気機関車保存会・堀江☎ 486-7796
　自衛官等募集
【幹部候補生】 　対 ▷一般（大卒程度）…22 ～
26 歳未満（20 ～ 22 歳未満は大卒（見込み含む）、
修士課程修了者等（見込み含む）は 28 歳未満） 
▷一般（院卒程度）…修士課程修了者等（見込み

　佐倉南図書館 おはなし会
◆えほんのおはなし会 
日 3 月 12 日㈯午前 11時～ 11時 30分 
対 2・3歳児と保護者
◆えほんと手遊び・わらべ歌のおはなし会
日 3 月 16 日㈬午前 10時 30分～ 11時 
対 0・1歳児と保護者
【共通事項】要申し込み・無料 
場佐倉南図書館  定 5 組（先着順）
申電話または来館で 
問佐倉南図書館☎ 483-3000
　佐倉図書館 おはなしきゃらばん
◆人形劇「パンはころころ」
日３月 27日㈰午前 11時～ 場佐倉図書館
申電話で 
問佐倉図書館☎ 485-0106（3月 2日㈬～）

含む）で、20 ～ 28 歳未満 ▷歯科…専門の大卒（見
込み含む）で、20 ～ 30 歳未満 ▷薬剤科…専門の
大卒（見込み含む）で、20～ 28歳未満
〆第 1回 3月１日㈫～４月 14 日㈭　
第2回 3月１日㈫～6月 16日㈭（飛行要員除く）
一次試験日：第 1回 4 月 23 日㈯・24 日㈰ 第
2回 6 月 25 日㈯
【医科・歯科幹部】　対 医科・歯科医師の免許取
得者〆６月 10 日㈮ 試験日：６月 24 日㈮
【予備自衛官補】　対 ▷一般…18 ～ 34 歳未満 ▷
技能…18歳以上で国家免許資格等を有するかた
〆 ４月 8日㈮　試験日：４月 11 日㈪～ 17 日
㈰のいずれか１日 
【一般曹侯補生】　対 18 ～ 33 歳未満 (32 歳の
かたは、採用予定月の末日現在、33歳に達して
いないかた）〆 3 月 1日㈫～ 5月 10日㈫　
一次試験日：5月 20日㈮～ 29日㈰のいずれか
１日
【自衛官侯補生】　対 採用予定月の 1 日現在、
18～ 33歳未満 (32 歳のかたは、採用予定月の
1日から起算して 3月に達する日の翌月の末日
現在、33 歳に達していないかた）〆 年間を通
じて受付　試験日：要問い合わせ
問自衛隊千葉地方協力本部 成田地域事務所
☎ 0476-22-6275
　公共職業訓練受講生（5月生）募集
対 ハローワークに求職の申し込みをしているか
た 要申し込み・無料 ※テキスト・作業着等は実
費内建築CAD・サービス科（期間６か月）
※詳細は問い合わせ、または説明会で（3月 15
日㈫午後 1時～）
申 問 ポリテクセンター千葉 訓練第一課☎ 422-
4810
　国際交流活動への助成金
対 4 月～令和 5年 3 月までに事業予定がある団
体 内 市内の団体・サークルが行う国際交流事
業の事業経費の 1/2 以内 （上限あり）  〆 4 月 8
日㈮（第 1次締切） ※詳細は http://www.sief.
jp「助成金の紹介」
申 申請書（基金窓口またはホームページからダ
ウンロード）を持参
問佐倉国際交流基金☎ 484-6326

日５月 15日～ 11月 26日（土曜または日曜日・
全 22回）　場中央公民館 ほか
費年２万 5000 円
内国際情勢や国内外の政治経済、文化などをテー
マに、各分野の学識者や専門家を講師に迎えて
の講演会 など 
対市民のかたなど（初めてのかた歓迎）
定 90 人（80 人まで先着順。定員を超えた場合、
81人以降の申込者で抽選）

申 ホームページ、下記申し込みフォームまたは往
復はがきで、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番
号を明記し、〒285─0025 鏑木町198―2 佐倉国際
交流基金（SIEF）へ
※返信面に申込者の住所・氏名を明記※返信面に申込者の住所・氏名を明記
〆３月 15日㈫（消印有効） 
※詳細はＳＩＥＦホームページ（http://www.sief.
jp）または、ポスターやチラシをご覧ください
問佐倉国際交流基金☎484-6326佐倉国際交流基金☎484-6326

　各分野の学識者や実業家を講師に迎え、国　各分野の学識者や実業家を講師に迎え、国
際的な視野で物事を考え、国際人として活動際的な視野で物事を考え、国際人として活動
できる人材を育成します。できる人材を育成します。

佐倉市国際文化大学佐倉市国際文化大学 
令和 4年度受講生募集令和 4年度受講生募集

　募集内容などの詳細は、各地区の学童保育所
を統括する児童センター（老幼の館）へお問い
合わせください。※公立学童保育所は指定管理
者が運営しています
問 ▶佐倉地区　㈱明日葉（佐倉老幼の館 指定
管理者）☎ 486-7090 ▶臼井・千代田地区
㈱明日葉（臼井老幼の館 指定管理者）☎ 487-
6210 ▶志津北部地区　ワイエム総合サービス
㈱（北志津児童センター 指定管理者）☎ 487-
6782 ▶志津南部地区　テルウェル東日本㈱
（志津児童センター 指定管理者）☎ 310-5131
▶根郷・和田・弥富地区　社会福祉法人　愛光
（南部児童センター 指定管理者）☎ 483-2800

令和４年度学童保育所職員を募集します



相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ
生活困窮（ひきこもり
相談も可）

平日８:30 ～ 17:15
佐倉市役所 ※要予約

くらしサポートセンター佐
倉☎ 309-5483

消費生活相談
平日９:00 ～ 12:00、13:00 ～
16:00  
ミレニアムセンター佐倉

消費生活センター
☎ 483-4999

女性のための相談

4 日㈮・11日㈮・25日㈮ 
10:00 ～ 15:00、18 日㈮
15:00 ～ 20:00 
ミウズ　※要予約

男女平等参画推進セン
ターミウズ
☎ 460-2580

結婚相談
10 日㈭・20日㈰・26日㈯ 
10:00 ～ 15:00 
ミレニアムセンター佐倉

自治人権推進課
☎ 484-6128

住宅増改築修繕相談 平日８:30 ～ 17:00 
佐倉市役所

住宅課 (協力団体へ連絡）
☎ 484-6168

交通事故相談
2 日㈬・16日㈬ 10:00 ～
ミレニアムセンター佐倉
 ※要予約

道路維持課
☎ 484-6130

国民健康保険加入者
の健康相談

10 日㈭ 13:30 ～ 15:30
佐倉市役所 ※要予約

健康保険課
☎ 484-6604

外国人のための生活相談

平日 10:00 ～ 16:00
佐倉国際交流基金  
※通訳（英語・中国語・スペイ
ン語）が必要な場合は要予約

佐倉国際交流基金
☎ 484-6326

障害者差別に関する相談
平日９:00 ～ 17:00 印旛地域専用ダイヤル

☎486-5991℻ 486-2777
平日８:30 ～ 17:15
佐倉市役所

障害福祉課
☎484-6173℻ 484-1742

物忘れ相談 18 日㈮ 9:30 ～ 11:30
佐倉市役所  ※要予約

高齢者福祉課
☎ 484-6343

精神障害者相談
９:00 ～ 17:00
地域生活支援センターレイン
ボー ※要予約

地域生活支援センターレ
インボー☎ 463-1128

相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ

事業経営・起業相談
4 月 13 日㈬ 10:00 ～ 16:00
（１週間前までに要予約）
COLABO SAKURA

産業振興課
☎ 484-6145

お仕事探しの相談 平日 8:30 ～ 17:00
ミレニアムセンター佐倉

佐倉市地域職業相談室
☎ 483-3180

若者就労・進路相談

15 日㈫ 10：00 ～ 17：00
ミレニアムセンター佐倉
※要予約
15～ 50歳未満で自立（就労）
に悩みを抱えている本人およ
びその家族

ちば北総地域若者サポー
トステーション
☎ 0476-24-7880

発明・特許相談
2 日㈬・16日㈬  13:00 ～
16:00 
佐倉商工会議所 　※要予約

佐倉商工会議所
☎ 486-2331

相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ
家庭児童相談（虐待・
DVなど）

平日８:30 ～ 17:15
佐倉市役所　※訪問可 こども家庭課☎484-6263

０歳～就学前乳幼児
に関する電話相談 平日 10:00 ～ 15:00

♦佐　倉☎ 481-1741
♦南志津☎ 460-2020
♦志　津☎ 463-2466
♦北志津☎ 487-8511
♦臼　井☎ 487-3725
♦根　郷☎ 485-2330
♦馬　渡☎ 498-0042

育児相談（電話相談
や家庭訪問も可） 平日 8:30 ～ 17:15

♦健康管理センター
☎ 485-6712 
♦西部保健センター
☎ 463-4181
♦南部保健センター
☎ 483-2812

お子さんのことば、
きこえ、その他の発
達に関する相談

平日８:30 ～ 17:15
健康管理センター（電話相談
可）※要予約 健康管理センター

☎ 485-6712
お子さんの発育や発
達に関する専門医の
相談（0歳～就学前）

毎月第３木曜日の午前

心身に障害をもつお
子さんの就学など教
育に関する相談

平日８:30 ～ 17:15 
教育センター ※要予約

教育センター
☎ 486-2400

家庭や学校など教育
に関する電話相談 平日 9:00 ～ 16:00 佐倉市教育電話相談室

☎ 484-6611

相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ

年金相談

23 日㈬ 13:30 ～ 16:30
ミレニアムセンター佐倉 
※年金定期便・振込通知書など持参
（加入や納付記録の確認不可）

市民課☎ 484-6126

法律・人権・行政相談
8 日㈫・17日㈭ ・29 日㈫
ミレニアムセンター佐倉 
各 10:00 ～　※要予約

自治人権推進課☎ 484-6128

2022 年（令和 4年）3月１日 7SAKURA

◉司法書士相談は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、休止しています。
相談は 4月から再開予定です。

生活に関する相談

子ども・育児・教育

仕事に関する相談

年金・法律など

相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ

心配ごと相談 新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、休止します

社会福祉センター☎ 484-6199

西部福祉センター☎ 463-4433

南部福祉センター☎ 483-7211

法律相談
28 日㈪日 10:00 ～ 15:00
社会福祉センター（６人まで）
※要予約

社会福祉センター
☎ 484-6199

介護生活相談 平日 8:30 ～ 17:00
社会福祉センター

社会福祉センター
☎ 484-6196

ボランティア相談 社会福祉センター
☎ 484-6198

司法書士による成年後
見に関する相談

2 日㈬日 9:30 ～ 15:30
社会福祉センター （６人まで）
※要予約

社会福祉センター
☎ 484-1288

行政書士による
悩み事相談

第４日曜日 13:00 ～ 16:00
西部地域福祉センター相談室

西部地域福祉センター
☎ 463-4167

社会福祉協議会の福祉相談

移動交番【移動交番【33 月の開設情報】月の開設情報】 問い合わせ 佐倉警察署地域課 
☎484-0110

場所 日時

エコス佐倉店 11日㈮❷、25日㈮❷
クライネスサービス本部
宮ノ台 9日㈬❷、23日㈬❷

山王集会所 15日㈫❸
志津市民プラザ 17日㈭❷、29日㈫❶
セブンイレブン白銀３丁
目店 10日㈭❸

セブンイレブン西志津６
丁目店 24日㈭❸

染井野中央集会 １日㈫❷
すずかけ公園 31日㈭❸

場所 日時

中央公民館 1日㈫❶、11日㈮❶、
23日㈬❶

南部保健福祉センター 2日㈬❶、31日㈭❶
西志津ふれあいセンター 9日㈬❶、18日㈮❶
根郷公民館 17日㈭❶
八幡台会館 10日㈭❶、22日㈫❶
ヤオコー染井野店 15日㈫❶、25日㈮❶
ユーカリプラザ第２駐車
場入口脇 3日㈭❶、14日㈪❶

イオンタウンユーカリが
丘東館

8日㈫❶、18日㈮❷、
30日㈬❶

時 間 ❶ 10:00 ～❷ 14:00 ～❸ 14:30 ～ 開設時間：90分　※開設できない場合あり

暮らしの相談

高齢者の総合相談窓口 地域包括支援センター

❶志津北部地域包支援センター   ☎ 462-9531
開所時間　日曜日から
金曜日（祝日除く）
8:30 ～ 17:30　
※相談無料

❷志津南部地域包支援センター   ☎ 460-7700
❸臼井・千代田地域包括支援センター   ☎ 488-3731
❹佐倉地域包括支援センター   ☎ 488-5151
❺南部地域包括支援センター   ☎ 483-5520

♦3月のオレンジカフェ

日時 場所 申 問

15 日㈫ 10:00 ～ 11:00 栄町集会所 ❹
17 日㈭ 14:00 ～ 15:00 そばカフェ 301 ❶
13 日㈰ 13:30 ～ 15:00 はらトピア ❷
27 日㈰ 13:30 ～ 15:30 リハビリデイひまわりの里 ❸
27 日㈰ 14:00 ～ 15:30 南部地域福祉センター ❺

　地域包括支援センターとは、介護・福祉・保健・医療の総合相談窓口です。
　専門職員が配置されており、権利擁護、物忘れ相談、
介護予防、地域のネットワーク作りなどに関する業務を
行っています。各専門職員が相談に応じます。
※オレンジカフェは予約制。申し込みは各包括支援センターへ



市政へのご意見を
ファクス・電子メールでも受け付けています。

メールアドレス hisyo@city.sakura.lg.jp
FAX 484-5151（市長室直通）

休日当番医テレホンサービス
☎ 484-2516

日曜・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3）
8：30～ 22：00（自動音声による案内）
昼間の内科・外科・歯科、夜間の外科を案内
※休日当番医は市ホームページでお知らせしています

小児初期急病診療所（健康管理センター内）
☎ 485-3355  ※小児内科のみ
毎夜間  受付 19：00～翌朝 5：45

【日曜・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3）は、
上記のほかに、9：00～ 16：45も受付】　

休日夜間急病診療所（健康管理センター内）
☎ 239-2020

日曜・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3）
受付 19：00～ 21：45　内科・歯科

休日の急病は
（受診の際は事前にご連絡を・保険証および
子ども医療費助成受給券をご持参ください）

新型コロナウイルス感染症について

市内の休日当番医や小児初期急病診療所、休日夜間
急病診療所では、新型コロナウイルス感染症の検査
は実施しておりません。新型コロナウイルス感染症
の疑いがある場合には、「千葉県発熱相談コールセ
ンター」にご相談ください。　　　　　

☎ 0570-200-139（24時間）

家庭ごみの収集日

カン 3/1･15･29㈫

ビン 3/8･22 ㈫

その他紙製容器包装 毎週火曜日

その他プラスチック製容器包装 毎週木曜日

うめたてごみ 3/3･17･31㈭

金属類・小型家電 3/10･24 ㈭

廃食用油
※機械油は対象外

3/3 ㈭

24 時間受付・年中無休（佐倉市管工事組合）
☎485-8660

休日・夜間の水漏れは
（緊急連絡）

問広報課  映像・メディア推進班☎484-6206

▶佐倉市の魅力や、市からのお知らせを佐倉市の魅力や、市からのお知らせを
YouTubeでお届け中！YouTubeでお届け中！

（広報番組「Weekly さくら」2月 14日放送分）

Let's 
チャンネル登録！

★おすすめ動画「佐倉に残る近現代遺産」

開館時間　午前 10時～午後６時（入館は午
後５時 30分まで）
休館日　月曜日（祝日の場合は開館、翌日
休館）問 市立美術館☎485-7851

〒 285-0023  新町 210 
muse@city.sakura.lg.jp
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 3月29日㊋まで開催中

《シロクマ》1923-1933年  白色
大理石  群馬県立館林美術館蔵

〈有料広告〉 財源確保のため広告を掲載しています。 

この春、市は京成電鉄株式会社と連携した「観光キャン
ペーン 第2弾」を実施します。本キャンペーンのイメージ
キャラクターである人気ファッションモデル・村田倫子さ
ん（写真）がデザインした、京成“桜”駅の看板をはじめ、京成
佐倉駅から佐倉城址公園までの城下町が桜に染まります。

市内の子ども食堂を市内の子ども食堂をご紹介しますご紹介します

まちの笑顔が集まる  子ども食堂まちの笑顔が集まる  子ども食堂

★明るい笑顔にあふれ安心して過ごせる場所★明るい笑顔にあふれ安心して過ごせる場所
居場所の一環として「ゆるやかな関係」を育んでいま

す。カレーがメインで、頂いた食材でおいしい副菜を添
えています。どなたでもお待ちしております。

日時 毎週水曜日午後６時～ 7時
 場 NPO法人ほっとすぺーす・つき 稲荷台
1-17-1 2 階  問 ☎235-8008

こども食堂つきこども食堂つき

◉子ども食堂の情報は、市ホームページ
をご覧ください。
◉子ども食堂は、新型コロナウイルス感染
症対策を取って運営しています。運営状況
は、各子ども食堂にお問い合わせください。

★地域みんなで見守ろう 根郷の子どもたち！★地域みんなで見守ろう 根郷の子どもたち！
お子さんからお年寄りまで、皆が笑顔であたたか

いごはんを食べ、心もほっかほかになります。毎週
金曜日に学習支援も行っていますよ。遊びに来てね！

日時 毎月最終金曜日午後 5時～ 7時
 場 城 343-5 根郷公民館内
 問 ☎ 090-3573-4823

ねっこ食堂ねっこ食堂

観覧料
一般……800（640）円
大学・高校生… 600（480）円
中・小学生… 400（320）円
（ ）内は20人以上の団体料金
▣未就学児は無料

2022.3.19 2022.3.19 SAT SAT - 4.10- 4.10 SUNSUN

✿京成佐倉駅や佐倉城址公園などの看板が“桜”バージョンに！？
✿京成佐倉駅南口ロータリーに広場が出現。千葉大学の学生や地元
高校生による発表や桜にちなんだ商品を販売
✿旧平井家住宅にて、着物の着付けレンタルサービス（要予約）や
カフェが出店
✿トゥクトゥクの運行（佐倉城址公園⇔新町通り）
✿協力店にて特典＆桜にちなんだ商品を販売

✿佐倉城址公園の玄関口（国立歴史
民俗博物館入口側）にある広場に、街
の名店のカレーやラーメン、焼き芋
などのキッチンカーが出店

フランソワ・ポンポン展フランソワ・ポンポン展
－動物を愛した彫刻家

問 佐倉市観光協会☎ 486-6000
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、イベントが中止・変更に
なる場合があります。詳細は、「こうほう佐倉」3月15日号でお知らせします

✿佐倉城址公園の大手門広場に
て、エアースライダーや親子向け
イベントなどを開催予定

✿地元高校生と飲食店などが開発したSDGs
スイーツやクレープを販売（旧今井家住宅）


