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- 佐倉で才能が開花する -

SAKURASAKURA

【参加方法】
期間 5月８日㈰まで
❶観光協会インス
タグラムアカウン
トをフォロー

⬇
❷「#春ふぉと佐倉2022」を
付けて投稿（期間中に撮影し
た写真が対象）

❖インスタスポット
「#チューリップが愛言葉」

　色によって異なるチューリップの
花言葉。各色の花言葉に、ちなんだ
「愛のメッセージカード（５種類）」
を持って写真を撮ってみませんか？
撮影した写真は、「#チューリップが
愛言葉」というタグを付けて投稿し
てください。

ア
ク
セ
ス

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種イベント内容が変
更される場合があります。参加にあたっては、主催者へお問い合
わせの上、ご参加ください。【3月 18日現在】

❖電車…京成佐倉駅北口から市コミュニ
ティバスまたは、臨時シャトル
バスで約 10分（200 円）

❖車…東関東自動車道 四街道 IC・佐倉 ICから約 30分
《駐車場（約 500 台）　普通車 1 台 1000 円》

◉土・日曜日はとても混雑します。平日の来場がおすすめです

開花状況などを
お知らせします

▣来場の際は、マスク着用・アルコール消毒・検温など、新
型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
▣ 37.5℃以上の発熱がある場合、入場をお断りする場合があ
ります。

昨年の入賞作品（撮影 hajimeurahashi さん）➡
2022

家族で楽しめる !!  期間中のイベント

❶チューリップの掘り取り　費 10 本 500 円
❷印旛沼観光船 約 40分で印旛沼を遊覧します。
日 土・日曜日のみ　費 ▶高校生以上 1000 円 高校生以上 1000 円 ▶小中学生 500 円小中学生 500 円
❸オランダストリートオルガンの演奏 日 土・日曜日のみ
❹バンジートランポリン・スライダー (2歳以上のお子さんが対象 )
❖バンジートランポリン 費２分 1000 円  対体重 50㎏まで
❖スライダー 費 ５分 300 円

◉各イベントは、雨天・強風などで中止する場合があります。

❖風車まつり
日 4月９日㈯、10日㈰
塗り絵の配布や風

車の模型を展示しま
す。
佐倉とオランダと

のつながりや、佐倉
のランドマークであ
るオランダ風車「リー
フデ」について学ん
でみませんか？
主催：佐倉日蘭協会

１

３

２
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写真で「春爛漫の佐倉」を楽しみませんか？

佐倉
チューリップ
フェスタ

風車を背景に風車を背景に

 一面に咲き誇る花々 一面に咲き誇る花々

 印旛沼の湖畔で  印旛沼の湖畔で

 青空と春の訪れを   青空と春の訪れを

 感じてみませんか？    感じてみませんか？

新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください

春のふぉとこんてすと2022

春を彩る花の祭典



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
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※今号に掲載している内容は 3月18日現在の内容です

新型コロナウイルス感染症に関する情報 問 健康推進課☎ 485-6711

★★食を通して地域のホットスペースに！食を通して地域のホットスペースに！
人と人との関係が希薄な今こそ、顔を合わせて交流することの大切さを実感。
風車で、食を介した楽しい時間と温かいつながりを作りたいと思っています。

日時 第 1・3土曜日 正午～午後２時
 場 稲荷台 2-14-3 ワーカーズコレクティブ風車１階
 問 ☎ 309-8667

みんなの食堂 風車みんなの食堂 風車

◉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。

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

子ども食堂とは 　「誰でも気軽に通える まちの食堂」です

子ども食堂は、「食」を通して、子どもたちが地域の大人たち
と出会える場所。子どもが一人で来ても、誰かと一緒に安心し
て過ごせます。また、地域のあらゆる世代のかたも気軽に立ち
寄れる憩いの場にもなっています。
　食堂の中には学習支援を併せて行うところもあり、宿題に取
り組む子どもたちもいれば、ご近所さんとおしゃべりをするた
めに来るかたもいます。寂しくなった時、誰かと話したくなっ
た時には、子ども食堂を訪れてみてください。

▣市内では、11団体が「さくらあったか食堂ネットワーク」と
して、連携しながら活動しています

新型コロナウイルス感染症に関する支援情報
【国の支援】事業復活支援金の申請を受け付けています
対 ▶新型コロナウイルス感染症の影響で、2021 年 11 月～ 3月の間における任意の 1か
月間の売上高が、2018 年から 2021 年までの間のいずれか同月と比較して 30％以上減
少していること。　▶中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主

売上高減少率 個人事業主
法人

年間売上高
１億円以下

年間売上高
1億円超～５億円

年間売上高
５億円超

▲ 50％以上 50万円 100 万円 150 万円 250 万円
▲ 30％以上 50％未満 30万円 60万円 90万円 150 万円
※基準月（2018年 11月～2021年 3月の売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

〆 5 月 31 日㈫　※申請方法などの詳細は、事業復活支援金ホームペー
ジ（https://jigyou-fukkatsu.go.jp/）をご覧ください
問 事業復活支援金コールセンター☎ 0120-789-140（午前８時 30 分～
午後７時、土・日曜日、祝日を含む）

　10、20 代男性は、他の年代のかたや同年代の女性と比較して、ファ
イザー社のワクチンを接種した場合、武田 / モデルナ社のワクチンを接
種したときよりも、心筋炎や心膜炎の症状が疑われた報告が
低い傾向となっています。
※詳細は厚労省ホームページをご覧ください
　このことから、10、20 代男性は、ファイザー社のワクチン
を優先的に接種できるよう、集団接種会場を臨時で設置します。
日 4 月 15 日㈮、5月 6 日㈮午後 1 時～
場 東邦大学医療センター佐倉病院さくら教育研修センター体
育館　※詳細は、病院ホームページをご覧ください
対 2 回目接種の完了から6 か月経過した18 ～29 歳の男性（接種日時点）
申 新型コロナワクチン接種コールセンター（電話のみ）
※すでにワクチン接種の予約を取っている場合は、コールセンターにそ
の旨を伝え、キャンセルしてください

　接種は強制ではありません。ワクチン接種のメリット（感染拡大予防な
ど）とデメリット（副反応など）を本人と養育者が十分理解し、接種を決
定してください。また、周りのかたなどに接種を強制したり、接種を受け
ていないかたに差別的な扱いをすることがないようお願いします。
●ファイザー社の 5～ 11歳用のワクチンを使用します
※ 12 歳以上のものに比べ、有効成分が 1/3 になっています。3週間の
間隔をあけて、同じ種類のワクチンを合計 2回接種します
（例）1回目に 11歳で小児用ワクチンを接種し、2回目を接種する時期
に 12歳になっていても、接種するワクチンは小児用ワクチンです。

ワクチンの夜間接種を行いますワクチンの夜間接種を行います
　日中にお仕事などでご都合が合わないかたのために、夜間接種を行い
ます。追加接種がお済みでないかたは、ぜひご検討ください。
日 4 月 8日、15日、22日、29日（金曜日・全４回）　場 イオンタウンユー
カリが丘　申 コールセンターまたはワクチン接種予約サイト（右記）

5 歳～ 11歳のかたのワクチン接種が始まっています5歳～ 11歳のかたのワクチン接種が始まっています 10、20代男性はファイザー社のワクチンを10、20代男性はファイザー社のワクチンを
優先的に予約できます優先的に予約できます

接種時の年齢における使用ワクチン

 1 回目接種時の年齢 2回目接種時の年齢 使用するワクチン

 11 歳  11 歳  1・2回目とも
小児用ワクチン

 11 歳  12 歳
（12歳の誕生日の前日以降）

 1・2回目とも
小児用ワクチン

 12 歳
（12歳の誕生日の前日以降）

 12 歳
（12歳の誕生日の前日以降）

 1・2回目とも大人用
（12歳以上用）ワクチン

申 コールセンターまたはワクチン接種予約サイト　※1回目のみ予約し
てください。2回目の接種は、3週間後の同じ医療機関、同じ時間です

　まずは、身近な医療機関（かかりつけ医など）に電話
相談を。かかりつけ医などがいない場合や相談先に困っ
たときは相談窓口に連絡。
▣千葉県発熱相談コールセンター   
　☎ 0570-200-139（24時間）
▣佐倉市健康管理センター
　☎ 485-6711（平日午前 8時 30分～午後 5時 15分）
▣発熱外来指定医療機関（県ホームページをご覧ください）
◉かかりつけ医などの身近な医療機関がない場合、近
くの発熱外来指定医療機関に電話で相談してください

発熱などの症状を感じたら

※看護師などが 24時間体制で相談に応じます

☎ 03-6412-9326（24時間 土・日曜日、祝日含む）

新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口

県
H
P

給付上限額
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●運営委員を募集します
対象　市内在住の平成 14年 4月 2日～平成 15年 4月 1日生まれのかた
内容　式典の司会・運営、記念品の選定・制作など

●令和４年度以降の成人式の対象年齢について
令和４年度以降も「20歳のかた」を対象に式典を開催します。
民法改正に伴い、令和４年（2022 年）４月１日から成年年齢が 20歳から 18 歳に引き
下げられます。佐倉市では 18歳は進路選択の大切な時期であることなどに配慮し、民法
改正後の令和４年度（2022 年度）以降についても引き続き 20歳のかたを対象に成人を
祝う式典を開催します。問 こども政策課☎ 484-6190

　フレンドシップシティ協定を締結している佐倉市の皆さんをマ
リーンズ公式戦にご招待します。
応募対象　市内在住・在勤・在学のかた
対象試合
▶ 5 月 17 日㈫午後６時　対　東北楽天ゴールデンイーグルス戦
▶ 5 月 18 日㈬午後６時　対　東北楽天ゴールデンイーグルス戦
▶ 5 月 19 日㈭午後６時　対　東北楽天ゴールデンイーグルス戦
※３日程のうち 1試合に申し込み可能
場 ZOZOマリンスタジアム（千葉市美浜区美浜１番地）
席種　内野指定席（フロア４）
定 各日 100 組 200 人（多数時抽選）
申し込み期間　4月 1日㈮午前 10時～ 17日㈰午後 10時
申 ホームページ（https://m-ticket-rsv.marines.co.jp/
fscity）または右記から案内に沿って申し込み。
※抽選結果は４月下旬に Eメールでお知らせします
問 マリーンズインフォメーションセンター☎ 03-5682-6341

　芸術や科学、スポーツなどで活躍された児童・
生徒や、学校教育に尽力された市民のかたを表
彰しました。（敬称略）
【幼児・児童および生徒表彰】
吉田虹（佐倉小 6年）、足立博海（上志津小 2年）、
足立拓海（上志津小 6年）、横内敬子（志津小 6年）、
黒嶋ひなの（井野小 6年）、黒嶋将聖（井野小 3年）、
田中羽音（井野小 6年）、乾陽菜（井野小 5年）、
坂井誠賢（井野小 3年）、田中波音（井野小 1年）、
宮田柚子香（小竹小 3年）、長洲敦嗣（間野台小 6年）、
石渡花音（青菅小 4年）、杉山葵（青菅小 4年）、
片岡叶夢（臼井中 2年）、片岡雷斗（臼井中 3年）、
成田百花（井野中 2年）、田邉さくら（西志津中 1年）、
有我あずみ（根郷中 1年）

【教育支援表彰】
松山洋子（佐倉東小　地域ボランティア）
内藤寛子（根郷小　地域ボランティア）
問 指導課☎ 484-6185

　人々の出会いの場・地域づくりの場の核となり、地域住民への学習
機会を提供し、一人ひとりが生きがいの発見・地域の仲間づくりを通
して、「住みよいまちづくり」を目指し、開設します。
【しづ学入門】
期間　５月 21日㈯～ 12月 17日㈯（全 10回）

【健康とくらし】
期間　5月 24日㈫～ 12月 6日㈫予定、（全 10回）

【みんなの家政学】
期間　５月 26日㈭～ 12月 1日㈭（全 10回）

共通事項
定 30 人（多数時抽選・しづ市民大学未受講者優先）
費 1000 円（保険料ほか）
〆 ４月 11日㈪（必着）
申 問 往復はがきで、往信面に、希望コース（第二希望まで）、郵便番号、
住所、氏名（ふりがな）、年齢（5月 21日現在）、電話番号、しづ市民
大学受講歴（年度・コース）、返信面に、住所・氏名を記入し、〒285-
0846上志津 1672-7 志津公民館 しづ市民大学係☎487-5064へ
※詳細は、４月１日発行の「志津公民館だより」をご覧ください（各
公民館で配布）

会期 4 月 5日㈫～5月22日㈰　2階展示室・観覧無料

令和５年令和５年成人式成人式
1 月 9日（月・祝）に開催します1月 9日（月・祝）に開催します
対象対象　平成 14年 4月 2日～　平成 14年 4月 2日～
　　　平成 15年 4月 1日生まれのかた　　　平成 15年 4月 1日生まれのかた
場所場所　市民音楽ホール　市民音楽ホール
時間時間　（各 30分）　（各 30分）
❶❶臼井・千代田地区　午前 10時～臼井・千代田地区　午前 10時～
❷❷志津地区（志津中・上志津中学校区）午前 11時 30分～志津地区（志津中・上志津中学校区）午前 11時 30分～
❸❸志津地区（西志津中・井野中学校区）午後 1時 30分～志津地区（西志津中・井野中学校区）午後 1時 30分～
❹❹佐倉・根郷・和田・弥富地区　午後３時～佐倉・根郷・和田・弥富地区　午後３時～

佐倉市学校教育表彰

千葉ロッテマリーンズ公式戦に
ご招待します

～千葉ロッテマリーンズからのお知らせです～
しづ市民大学受講生募集

〒 285-0023  新町 210 
muse@city.sakura.lg.jp

　本展では、佐倉市ゆかりの画家・浅
井忠（1856-1907）の《氷川村》を
はじめ、浅井忠と交流のあった漆芸
家・杉林古香（1881-1913）の旧蔵品、
佐倉美術協会で活躍した画家・高橋凡
平（1923-2015）と彫刻家・久保浩
（1932-）と陶芸家・上瀧勝治（1941-）
の代表的な作品、これらの新たに収蔵
した作品を中心に展示します。

高橋凡平《酒と女》
制作年不詳／キャンバス、油彩

最新の情報は、市立美術館ホームページ（右記）、またはお問
い合わせください
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

ケーブルネット 296 で放送中！
（デジタル放送 301ch/ 地デジ放送 10ch）

放送日時
平日　午前 10時～、午後 10時～
土・日曜日 午前 10時～、正午～、午後 10時～

佐倉市広報番組「Weekly さくら」では、市の
取り組みやイベントなどを紹介しています。
※視聴には、ケーブルテレビへの加入が必要です

　YouTube 佐倉市公式チャンネル「さくら動画配信」
（右記二次元コード）でも、Weekly さくらで放送した
特集やコーナーなどを公開しています。チャンネル登
録がお済でないかたは、ぜひ登録してください。
問 広報課☎ 484-6206

おめでとうございます

佐倉市広報番組の放送時間が変わります4/1
から
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佐倉市高等学校等奨学金制度を佐倉市高等学校等奨学金制度を
ご活用くださいご活用ください

　高等学校などに在学し、経済的
な理由により修学困難なかたに、
返済不要の奨学金を支給します。
高校１年生のほか、高校２・３年
生も申請が可能です。
対 次の①～⑤の全てに該当するかた
① 市内在住 ②中学校等を卒業し、
翌年度または翌々年度から高等学
校等に在学（通信制を除く） 
③中学校などの第３学年時の成績
が、全教科を平均して、5段階評価
が 3.0 以上で修学意欲があること 
④前年の所得が生活保護基準の
1.3 倍未満であり、経済的な理由
で高等学校等での修学が困難と認
められること ⑤ 出身中学校長が
推薦すること
費 年間８万円が上限

※千葉県の高等学校等奨学のため
の給付金が支給される場合は、交
付対象外、もしくは給付金相当額
を減じて交付
〆 ５月２日㈪（消印有効）
※５月３日（火・祝）以降の申請は、
12 月 28 日㈬まで随時受け付けま
す。なお、４月以降に市外から転
入してきたかたは、令和５年３月
31日㈮まで受け付けます
申 申請書（市ホームページからダ
ウンロード可）および添付書類を
郵送または持参で、〒285ー8501 
市役所教育総務課へ
※添付書類については、
ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください
問 教育総務課☎ 484-6182

対 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で、令
和４年４月１日から令和５年３月
31日までに受検するかた
◆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４年度の特定健診（健康診
査）を受診するかたは対象外
◆脳ドック　令和４年度短期人間
ドック助成を受けるかた（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４
年度の特定健診（健康診査）を受
診するかたで、頭部ＭＲＩ（磁気
共鳴断層撮影）と頭部ＭＲＡ（脳
血管撮影）を含む脳ドックを受検

するかた
費 受検費用の２分の１以内（上限
１万円）
〆 令和５年３月 31日㈮（必着）
※受検日が決まり次第、申請して
ください
申 健康保険課および各出張所で
配布する申請書に必要事項を記入
し、押印の上、郵送または持参で
〒 285ー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
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

令和 4 年度 令和 4 年度  短期人間ドック・脳ドックの 短期人間ドック・脳ドックの
　助成受付が始まりました　助成受付が始まりました

消費者トラブル防止、災害時情報発信のための協定を締結しました

近年多発する災害に備え、非常時
に市民の皆さんへ情報を伝える手段
をより多く確保することを目的に、
BAY（ベイ）FMに続き、SKYWAVE（ス
カイウェーブ）FMと災害協定を締結
しました。（3月 8日）
　SKYWAVE FMは、コミュニティ
FMで、佐倉市内でも多くの場所で
聴くことができます。大規模災害時
には、避難所の開設状況や被害状況な
どをBAYFM（78.0MHz）、SKYWAVE FM(89.2MHz) で放送します。

★『 7(なな)8(は).0(お) 8(や)9(く).2(に)たつ』で覚えてください。
★非常持ち出し袋の中にラジオを入れ、FM78.0、FM89.2 をすぐに聴け
　るよう準備しておきましょう。
※屋内では聴き取りづらい場合があります。その際は、窓の近くや屋外でお
試しください （場所によっては聴こえない場合があります）

　　株式会社アクティブレインとの
　　　　　災害時等における放送協力に関する協定災害時等における放送協力に関する協定
災害時に、ラジオ「BAYFM（78.0MHz）」「SKYWAVE FM（89.2MHz）」
で避難所情報などを放送します。　　　　　 問 広報課☎ 484-6206

★千葉県警では、犯罪や不審者情報などをメールマガジン（ちば安全・安心
　メール）で配信するほか、消費生活センターに寄せられた相談などで、住
　民に注意喚起が必要な情報をメールで配信します。
【ちば安全・安心メール】
詳細は、千葉県警察ホームページをご覧ください。
※メールの登録方法は、6ページにも掲載しています

　　佐倉警察署と佐倉市・八街市・酒々井町
　　　　　管内自治体消費生活センター等との連携協定　管内自治体消費生活センター等との連携協定　

　佐倉警察署管内でも、屋根の点検商
法や強引な訪問販売などの消費者トラ
ブルが後を絶ちません。そこで、佐倉
署と佐倉市、八街市、酒々井町とで、
消費生活センターの活動に関しての連
携協定を締結しました。（3月 7日）
　この協定により、千葉県警察で行って
いる「ちば安全・安心メール」を活用し、
消費者トラブルにおける注意喚起を行う
ことができるようになり、安心して暮らせるまちづくりを行うことができます。

消費生活における詐欺等の恐れがある情報を、広く住民に発信し、被
害の未然防止に努めます。　　　　問 消費生活センター☎ 483-4999

緊急通報サービスとは
　高齢者や障害者宅に緊急通報装置を設置し、利用者が緊急ボタンを
押すと、24時間 365日体制で受信センターが応答します。救急車の
要請、親族などへの緊急連絡先への連絡、協
力員（申請時に原則２人届出）へ訪問要請な
どを行います。また、受信センターから毎月
利用者へ電話し、安否確認も行います。

対象となるかた
　市内に住民登録があり、かつ、在宅生活をしている「ひとり暮ら
しまたは、ひとり暮らしに準ずるかた」であって、以下のいずれか
に該当するかた
※ひとり暮らしに準ずるかたとは、同居者が要介護状態、疾病、障
害等により、有事の際に救急要請等の緊急対応をしてもらうことが
困難であるかたです
① 75歳以上のかた
※令和４年４月１日より、75歳以上のかたは疾病などの要件がなくなります
② 65歳～74歳以下で、要介護状態や疾病などにより不安があるかた
③重度身体障害者のかた

協力員について
　サービス実施にあたり、状況に応じて駆け付けられる協力員２人
を、あらかじめ親族や近隣者などへ依頼していただきます。協力員
を依頼することが難しいかたは、警備員が駆け付けを行う「現場派
遣員サービス」（月額 330 円）の利用に同意していただくことで、
緊急通報サービスを利用できます。
※現場派遣員サービスは、鍵の預かり、介護・介助の対応はできま
せん

費用 ▶市民税所得割額課税世帯のかた　月額 500 円
　　　▶その他の世帯のかた　無料

申し込み　申請書類を郵送または持参で、〒 285ー8501市役所高
齢者福祉課へ提出してください。
※申請書類は、市ホームページからダウンロードしてい
ただくか、お問い合わせください。
※書類審査により、利用可否と自己負担額を決定します

問い合わせ　高齢者福祉課 ☎ 484-6138

佐倉市緊急通報サービス ひとり暮らしなどで健康面などに不安ひとり暮らしなどで健康面などに不安
のあるかたは、ぜひご利用くださいのあるかたは、ぜひご利用ください

左から、染井健夫副市長、西田三十五市長、久保左から、染井健夫副市長、西田三十五市長、久保
田耕司氏（株式会社アクティブレイン代表取締役田耕司氏（株式会社アクティブレイン代表取締役
社長）、日南田一紗氏（SKYWAVE FM 局長）社長）、日南田一紗氏（SKYWAVE FM 局長）

左から、北村新司八街市長、石井雅之佐倉警察署左から、北村新司八街市長、石井雅之佐倉警察署
長、西田三十五佐倉市長、小坂泰久酒々井町長長、西田三十五佐倉市長、小坂泰久酒々井町長
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　マイナンバーの交付申請をしたかたで、マイナ
ンバーカードの受け取りがまだのかたは、早めのお受け取
りをお願いします。

【マイナンバーカードを受け取るには】
　マイナンバーカードの受け取りには、原則として本人が市役
所へ来庁する必要があるほか、持参する書類などがあります。
詳細は、市から送付した書類をご覧いただくか、お問い合わせ
ください。
【マイナンバーカードの受け取りは、完全予約制です】
　受け取りには予約が必要です。下記問い合わせ先にご連絡く
ださい。
【マイナンバーカードには有効期限があります】
▶申請時20歳20歳以上のかたは、申請された時点から10回目の誕生日
▶申請時20歳20歳未満のかたは、申請された時点から5回目の誕生日
※令和4年4月1日申請分から、上記の基準が「18歳」に変更となりました
問 マイナンバーカード交付会場☎ 311-1001 または☎ 484-6181

内 市民及び市民公益活動団体の代表者、有識者等と市が連携し、市民
公益活動サポートセンターの運営をより充実させていくために意見交換
を行い、協議いたします。（会議は年に 1～ 3回・1回 2時間程度を予定）
任期　7月～ 2年間（予定）
対 以下の条件をすべて満たすかた
①市内在住・在勤・在学の成人（締切日現在） ②市の付属機関などの委
員を 3つ以上兼ねていない ③国・地方公共団体の議員、佐倉市の常勤
職員ではない
定  2 人
報酬　日額 7600 円　※交通費実費額を支給
申 問 申込書に必要事項を記入し、郵送、持参、ファクス、Ｅメール
で自治人権推進課☎ 484-6127、℻ 484-1677、 jichijinken@city.
sakura.lg.jp へ（応募書類は返却しません）。申込書には「応募動機」
および「市民公益活動の推進とサポートセンターの役割について思うこ
と」(800 字程度 )を記入してください。
※申込書は、市役所自治人権推進課、または、市民公益活動サポートセ
ンター（鏑木町 198 番地 2レインボープラザ内）窓口で配布。郵送希
望の場合は、84円切手を貼った返信用封筒を同封して自治人権推進課
へ請求。市のホームページからもダウンロード可
※Ｅメールの場合は、申込書と同一内容であれば様式不問
〆 5 月 2日㈪（必着）

募集
市民公益活動サポートセンター
　　　　　　　　運営協議会委員

内「こうほう佐倉」または、「Weekly さくら」に関する意見の提出な
ど
対 20 歳以上の市内在住のかた（番組モニター希望者はケーブルネット
296 を視聴可能なかた）
任期 委嘱日～令和５年３月 31日
定 ４人（広報紙モニターおよび広報番組モニター）※初めてのかた優先
報酬　年額 9000 円
申 問 郵送、ファクス、Ｅメールまたは持参で、住所・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号・市内在住年数・広報紙または広報番組への感想、希望す
るモニターの種類（広報紙、広報番組）を記入の上、〒 285ー8501市役
所広報課☎ 484-6101、℻ 486-8720、 koho@city.sakura.lg.jp へ
※応募書類は様式自由（返却しません）
※持参の場合は平日のみ
〆 ４月 15日㈮（必着）

募集 佐倉市広報モニター

企画政策部地域創生課の事務を見直し、シティプロモーションと
観光施策を連携して魅力発信を強化するため、産業振興部産業振興
課から観光部門を分割し、新たに「佐倉の魅力推進課」を産業振興
部に組織します。
また、産業振興課の名称を「商工振興課」に改めて、商工労政を担当し

ます。組織改正に伴い、企画政策部は地域創生課を廃止し、4課体制から
3課体制となります。また、産業振興部は2課体制から3課体制となります。　　　　　　　　 　

旧組織 新組織
　企画政策部
　　　　秘書課
　　　　企画政策課
　　　　地域創生課
　　　　広報課

　企画政策部
　　　　秘書課
　　　　企画政策課

　　　　広報課

　産業振興部
　　　　農政課
　　　　産業振興課

　産業振興部
　　　　農政課
　　　　商工振興課
　　　　佐倉の魅力推進課

問 行政管理課☎484-6288

4 月から市役所の組織が変わります4月から市役所の組織が変わります
　　新たに、新たに、佐倉の魅力推進課佐倉の魅力推進課をを設置設置しましたしました

マイナンバーカードを申請されたかたマイナンバーカードを申請されたかた

受け取りはお済みですか？受け取りはお済みですか？

 令和４年度  予防接種のご案内　   問い合わせ　母子保健課 ☎ 312-7688
◆高齢者肺炎球菌予防接種
対象　今までに高齢者肺炎球菌予防接種を受けたことがないかたで、
次の①または②に該当するかた
①年齢が、令和４年度内に 65・70・75・80・85・90・95・100 歳
になるかた
②接種日時点で 60～ 64 歳の心臓・腎臓・呼吸器の障害または免疫
機能障害で、身体障害者手帳 1級のかた
費用　3000 円（市予診票を利用した場合の自己負担額）
※①の 65歳のかたには、４月上旬に予診票を郵送します
※①の 70歳以上のかた、および②のかたで接種を希望する場合はお
問い合わせください
◆第２期麻しん風しん混合（MR）予防接種
対象　保育園・幼稚園年長児（平成 28年 4月 2日～平成 29年 4月
1日生まれ）
費用　無料（市予診票を利用した場合）
◆日本脳炎経過措置について
　接種勧奨の差し控えにより日本脳炎予防接種を受けることができ
なかったかたについて、未接種分を無料で接種できます。
対象　平成14年4月2日～平成19年4月1日生まれで20歳未満のかた、
平成21年4月2日～平成21年10月1日生まれで13歳未満のかた

※未接種分の接種には、経過措置用の予診票が必要です。予診票の
発行についてはお問い合わせください
◆ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん）キャッチアップ接種
　積極的勧奨の差し控えによりヒトパピローマウイルス感染症（子
宮頸がん）予防接種を受けることができなかったかたについて、未
接種分を無料で接種できます。
対象　平成 9年 4月 2日～平成 18年４月１日生まれの女性
接種期間　令和４年４月１日～令和７年３月 31日まで
※対象のかたには順次ご案内を送付します
◆風しん追加的対策（延長）
対象　昭和 37年４月２日～昭和 54年４月１日生まれの男性
※令和７年３月 31日まで、風しん抗体検査・予防接種を無料で受け
られます
※令和４年（2022 年）３月 31日が有効期限のクーポン券も引き続き
使用できます

【予防接種の相談は健康管理センター (母子保健課）へ】
　「予診票がない」「佐倉市外（千葉県内）の医療機関で受けたい」「予
防接種をどのように受ければよいのかわからない」など、ご不明な
点がありましたら、ご相談ください。

令和４年度 固定資産税にかかる土地・家屋価格等が縦覧できます。（～5/2㈪まで）
条件などの詳細はお問い合わせください。　問資産税課☎ 484-6119･6120



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
6・20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

12・26日（第 2・4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

13 日・27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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情報ナビ SAKURA 
INFORMATION

施設ガイド

お知らせ

■今月の休館日
4 月 4 日㈪・5日㈫・11 日㈪・18 日㈪・
25 日㈪ ♦北志津児童センター図書室は
29日（金・祝）も休館します

図書館情報

三逕亭（佐倉城址公園内）
☎486-4520

4 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
◆【会員募集】4月の就業相談・入会説明会
日 場 ▷ 8日㈮・14 日㈭ 志津市民プラザ ▷
12 日㈫ レインボープラザ ▷ 20 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
　掃除洗濯・買い物のお手伝い・ゴミ出しなど、
日常生活のさまざまなご要望に応じます。
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
　通院・買い物・サークル活動などにご利用
ください。
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 4月 3日㈰午前 10時～午後 3時 ② 4月
8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
　パソコン・スマホ教室、各種設定など
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 0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～
※ 4月以降の巡回刃物砥ぎは、コロナ対策の
観点から未定です
　400㎖献血にご協力ください　
日４月 15 日㈮午前 10時～ 11時 45 分、午後
1時～ 4時 場佐倉市役所
問社会福祉課☎ 484-6135
　佐倉市ソフトテニス春季選手権大会　
日４月 29 日（金・祝）（受付 午前８時 30 分～）
要申し込み ※予備日 ５月 1日㈰
場岩名運動公園テニスコート
種目：一般男女（高校生以上）、シニア男女（浮
動式）対市内在住・在勤・在学のかた 費１組 /高
校生 1500 円、一般・シニア３000 円
〆 ４月 22 日㈮（必着）
申 問 はがきまたはファクスで、ペアの住所・
氏名・年齢（学年）・電話番号・所属（学校名）・
参加種目を明記し、〒285─0054 上勝田139
― 10 佐倉市体育協会ソフトテニス専門部・戸村 
☎498-1540、℻ 498-1543へ

佐倉南図書館 おはなし会
◆えほんと手遊び・わらべ歌のおはなし会
日 4 月 13 日㈬午前 10時 30分～ 11時 
対 0・1歳児と保護者
◆えほんのおはなし会 
日 4 月 13 日㈬午前 11時～ 11時 30分 
対 2・3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「しらゆきひめ」ほか（幼稚園児以
上向け）
日▷ 4月 17日㈰午前 11時～ 場佐倉図書館
▷ 5月 5日（木・祝）午前 10時 30分～ 
場西志津ふれあいセンター
◆人形劇「大きなかぶ」ほか（幼児向け）
日▷ 5月 22日㈰午前 11時～ 場佐倉図書館
▷ 5月 27 日㈮午前 10 時 30 分～ 場 志津市民
プラザ　※状況により会場変更の場合あり
申電話で 
問佐倉図書館☎ 485-0106

　公益信託「佐倉街づくり文化振興臼井基金」
　助成事業を募集します 
対 市内在住・在勤・在学のかたが行う郷土の
歴史・文化財などの調査研究や文化的な街づ
くり事業（１事業３００万円以内・総額１千
万円以内）〆４月 30日㈯（消印有効）
申 申請書に必要書類を添付し、〒 105-8574
東京都港区芝 3-33-1 三井住友信託銀行 個人
資産受託業務部 公益信託グループ 公益信託佐
倉街づくり文化振興臼井基金 申請口へ送付
※募集要項、申請書は三井住友信託銀行のホー
ムページからダウンロード。文化課でも配布
※同基金への寄付も受付しています
問文化課☎ 484-6191
監査の結果及び措置結果について
　「令和３年度定期監査及び行政監査報告書
（第２回）」が監査委員から公表されました。
また、「令和３年度定期監査及び行政監査（第
１回）の結果に関する報告に基づいて講じた
措置」が市長、農業委員会会長及び教育委員
会教育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
　千葉県春の農作業安全運動　
県内において毎年10件程度の農作業死亡事故

が発生しています。春の農繁期における安全確
認を実施し、農作業事故の防止に努めましょう。
問農政課☎ 484-6142
春の全国交通安全運動

スローガン ～手を上げる 子どもはあなたを 
信じてる～　期間：4月6日㈬～15日㈮
　入園・入学のこの時期は、子どもの交通事
故の増加が懸念されます。交通ルールの遵守
と交通マナーの実践を習慣付けましょう！
問道路維持課☎ 484-6130
　粗大ごみ処理券の取扱が終了となる店舗の
　お知らせ
　4月 1日から下記の店舗での粗大ごみ処理
券の取り扱いが終了します。今まで当該店舗
をご利用のかたは、近隣の販売店舗をご利用
いただきますようお願いいたします。

問廃棄物対策課☎ 484-6149

取り扱い終了店舗 近隣店舗
店
舗
名
ハチヤプラザ 株式会社ベルク

佐倉志津店
所
在
地
佐倉市上志津 1669 佐倉市上志津 1764-5

「ちば安全・安心メール」で犯罪や不審者情報などを配信
佐倉警察署からのお知らせです

登録
方法

キャンセル

新規メッセージ

宛先：cp001-rg@.....
Cc/Bcc、差出人：①上記の二次元コー

ドを読み取っていた
だくか、E メールア
ドレス（下記）を入
力してください。右
上の画面が表示されますので、空メールを
送信してください。
 cp001-rg@magazine. police.pref.chiba.jp

件名：

https://magazin.police.
chiba.jp/cp001/……

仮登録を
受け付けました
仮登録を受け付けました。
下記URLから本登録をし
てください。

ちば安全・安心メール
宛先：

②返信メールが送ら
れてくるので、添付
のURLをクリック

③「ちば安全・安心メール登録」
画面にかわります。「佐倉警察
署」を選択

④警察署選択のあとに表示され
ているすべての項目をチェック
後、「確認」をクリック

⑤入力情報確認後、「個人情報
の取扱について」をチェック

⑥「登録完了しました」と画面
に表示されたら、終了です



相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ

年金相談

27 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
7 日㈭・19日㈫ ・28 日㈭
各 10:00 ～ ミレニアムセンター佐倉
※要予約

自治人権推進課☎ 484-6128

司法書士相談 13 日㈬  18:00 ～ 19:30（受付）
ミレニアムセンター佐倉

千葉司法書士会佐倉支部・髙
島☎ 312-4266
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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

1 日㈮・8日㈮・22日㈮ ・
29 日㈮ 10:00 ～ 15:00/15
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
14 日㈭・17日㈰・30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 4 月はお休みです 道路維持課
☎ 484-6130

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 4 月はお休みです 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

生活に関する相談

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

特別な支援を必要と
するお子さんの就学
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

子ども・育児・教育

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
5 月 11 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

12 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
6 日㈬・20日㈬  13:00 ～
16:00 
佐倉商工会議所 　※要予約

佐倉商工会議所
☎ 486-2331

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
25 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 4 月は休止します 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【4月の開設情報】移動交番【4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 8日㈮❷
クライネスサービス本部
宮ノ台 27日㈬❷

山王集会所 19日㈫❷
志津市民プラザ 28日㈭❷
セブンイレブン白銀３丁
目店 21日㈭❷

セブンイレブン西志津６
丁目店 14日㈭❷

中央公民館 5日㈫❷

場所 日時

南部保健福祉センター 13日㈬❷

西志津ふれあいセンター 5日㈫❶、20日㈬❷
根郷公民館 7日㈭❶
八幡台会館 4日㈪❶

ヤオコー染井野店 8日㈮❶、15日㈮❷
ユーカリプラザ第２駐車
場入口脇 6日㈬❶、26日㈫❷

イオンタウンユーカリが
丘店東館 12日㈫❷、25日㈪❷

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志津北部地域包括支援センター   ☎ 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志津南部地域包括支援センター   ☎ 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

♦ 4月のオレンジカフェ
日時 場所 申 問

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

※催しはすべて予約制。申し込みは各包括支援センターへ

催し 日時・場所など 申 問
ノルディックウォークでロ
コモ予防　

日 4 月 13 日㈬・20 日㈬・27 日㈬ 13:30
～ 15:30 場 志津コミュニティセンター ❶

リズム体操と脳トレで楽し
く脳を活性化しよう！

日 4月 15日㈮・29日㈮、6月 29日㈬ 13:30
～ 15:30 場 志津市民プラザ ❷

●としとらん塾

■介護者教室
催し 日時・場所など 申 問

消費者被害について 日 4 月 21 日㈭ 13:30 ～ 15:00 場 大蛇町
集会所 ❹



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 4/5･19 ㈫

ビン 4/12･26 ㈫

その他紙製容器包装 毎週火曜日

プラスチック製容器包装 毎週木曜日

うめたてごみ 4/7･21 ㈭

金属類・小型家電 4/14･28 ㈭

廃食用油
※機械油は対象外

4/7 ㈭

佐倉市上下水道漏水受付センター
漏水は 24時間受付  ☎485-8660

休日・夜間の
漏水や下水道のつまりなど

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」3月 21日放送分）

Let's 
チャンネル登録！

★おすすめ動画
「佐倉さんぽ～これから始まる佐倉の四季～」
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〈有料広告〉 財源確保のため広告を掲載しています。 

問問 佐倉市観光協会☎486-6000 佐倉市観光協会☎486-6000
※特典が受けられる店舗などの詳細は、ホームページをご覧ください

　4月 10日まで「桜に染まるまち、佐倉」キャンペー
ンを実施しています。佐倉高校出身の人気モデル 
村田倫子さん（写真）がデザインした京成 “桜 ” 駅の
看板が見られるほか、会場周辺の店舗では期間限定の
メニューや特典をご用意しています。この機会に、地
元を散策してみませんか？

　古民家にてオリジナル
クレープの販売のほか、
長唄や和楽器の演奏会
（要予約）を行います。

　冒険遊び場「原っぱ大学」
のダンボール遊びと、失敗
から生きる力を学ぶ「シッ
パイの学校」を開催します。

　街場のシェフこだわりの
薬膳カレーやパスタ、クラ
ムチャウダーなどのキッチ
ンカーが出店します

旧今井家住宅 旧平井家住宅 桜色のポスト 大手門跡広場田町門跡広場

　佐倉東高校美術部の皆
さんが、麻賀多神社近く
の丸型ポストを桜色に装
飾しました。

　着物の着付けレンタル
サービス（要予約）や、コー
ヒー、パンなどを販売しま
す。

佐倉城址公園

◎佐倉市役所
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●
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●

●
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桜に染まるまち、佐倉MAP

株式会社伊藤園から、お～いお茶「わたし
の街の未来の桜プロジェクト」の一環として、
佐倉城址公園・本丸跡（写真）などに桜の木を６
本寄贈いただきました。（3月11日）
　令和元年の台風被害により多くの桜が倒木
してしまった佐倉城址公園の桜を、次世代に
伝えるために植樹していただいたものです。
江戸時代から桜の
名所であった佐倉
城址公園が将来に
わたり市民の憩い
の場となるよう、
大切に育てます。
問 公園緑地課

☎ 484-6165

株式会社伊藤園から佐倉城址公園に
桜の木を寄贈いただきました




