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4月 17日㊐まで

こども保育課
春田 主任主事

❖親子の笑顔があふれるまちづくりを推進します
　市では、安心して子育てができるよう、さまざま
な支援を進めています。中でも、「ファミリーサポー
トセンター」は、地域の皆さんの温かな気持ちで支
えられている取り組みです。
　今後も、全ての子どもたちが、健や
かに成長できるよう、子育て世代を支
える環境づくりにご協力ください。

❖親御さんとサポーターさんの両方が
安心できるよう、橋渡しをしています

　「ファミリーサポートセンター」は、地域で子育て
を助け合う有償のボラ
ンティア活動のため、
専門的保育を行うもの
ではありません。サポー
ト内容を確認し、対応
できる会員さんにつな
いでいます。

アドバイザーが会員間の連絡を仲介します会員のかたにお話を伺いました

 市の公式ウェブサイトが新しくなります！（６月１日㈬午後4時～）
※更新に時間がかかるため、すぐにご覧いただけない場合があります

❖楽しく、無理のないお手伝いが長続きの秘訣です
　子どもたちと接していると、いつも新しい発見がありますね。

自宅でお預かりするときには、子どもたちにリラックスして過

ごしてもらえるよう、友だちの家に遊びに来ているような雰囲

気作りを心がけています。

　何より、無理のない範囲でサポートすることが、自分たち

も楽しく、長続きする秘訣ですね。子どもたちとの関わりが、

夫婦の共通の話題にもなっています。

井上さん夫妻
（サポーター歴11年）

サポーターさんに、塾への送迎をし

ていただいています。普段、家族以

外との関わりが少ないのですが、手

作りの笛を頂いたり、楽しくお話し

したり、ステキな時間が過ごせてい

るようです。いつも、ありが

とうございます。

お互いが安心できるよう、
私たちがつなぎます !!

お手伝いをしてほしい人（依頼会員）

お手伝いをしたい人（提供会員）

　幼稚園の頃から、習い事の送迎をお願

いしています。どのサポーターさんも、

娘の気持ちに寄り添ってくれ、とても安

心して利用させてもらっています。

　恥ずかしがり屋の娘ですが、気づけば

お友達に話すような感じで心を

開いていて、ビックリさせられ

ます！

　今後も、全ての子どもたちが、健や
かに成長できるよう、子育て世代を支

　「ファミリーサポートセ
ンター」では、子育ての「お
手伝いをしたいかた」、「お
手伝いをしてほしいかた」
が会員となり、地域で協力
して子育て世代をサポート
しています。
問 佐倉市ファミリーサポー
トセンター☎ 488-1270

浅木さん
（サポーター歴2年）

地域地域ににひろがるひろがる

子育て子育てのの輪輪

るようです。いつも、ありが

とうございます。

（サポーター歴2年）

❖サポートの魅力は、お子さんの成長を感じられること！
　最初は、お子さんを預かることに不安もありましたが、ファミリー
サポートセンターの皆さんの温かいフォローや研修もあって、今で
は安心してお手伝いできています。
　子どもたちとお話しするたびに、成長を感じられ、とても楽しく、
日々充実しています。お子さんが好きなかたなら、どなたでも気軽
に始められると思いますよ !!

❶申し込み

❹お手伝い→❺報酬支払い

お手伝いをしたい人
（提供会員）

お手伝いをしてほしい人
（依頼会員）

佐倉市ファミリーサポートセンター

❸打ち合わせ

❷援助の依頼

【イメージ図】サポートの流れ

佐倉市ファミリーサポートセンター

　放課後に、車で習い事への送迎をお
願いしています。いつも優しく、いっ
ぱいお話してくれて、子どももサポー
ターさんのことが大好きだそうです。
　とても頼りになる存在で、安心して
お任せしています !!

◉入会方法や利用料金、
助成制度など、詳細は
ホームページ（右記）を
ご覧ください。

問こども保育課☎ 484-6415

【サポート内容】
▶習い事や保育施
設、学童保育所な
どへの送迎やその
前後の預かり

▶産前産後の家事
支援 など

⬆ 子どもとの触れ合いが楽しみに
　 なっているサポーターさんも！

古田さん親子（依頼会員）
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新型コロナワクチン４回目接種が始まります 問 健康推進課☎ 485-6711

※今号に掲載している内容は 5月19日現在の内容です

◉多くの人が後悔しています！
　「もっと早く歯医者に行っておけばよかった…」
　15 ～ 79 歳の男女 1万人に聞いた「歯科医療に関する一
般生活者意識調査（2020 年）日本歯科医師会」では、歯と口
の健康状態について、約 56％が「健康だと思わない」、約
51％が「歯の問題で日常生活に支障をきたしている」と回
答しています。また、「もっと早くから歯の健診・治療をしておけばよかっ
た」と後悔している人は約 77％でした。
◉年に１度は歯科健診を受診しましょう
　むし歯や歯周病にかかっていても、自覚症状が少なく、知らない間に
症状が進んでいる場合があります。令和３年度成人歯科健診受診者の約
72％は治療が必要な状態でした。コロナ禍で、歯科医院への受診を控え
ているかたもいるかもしれませんが、歯科医院では、感染予防対策が徹
底されています。かかりつけ歯科医をもち、年に一度は歯科健診を受け
ることをお勧めします。
※６月１日から、19 歳からの成人歯科健診を実施します。
詳細はホームページをご覧ください
問健康推進課☎ 312-8228

▣口の中の状況をチェック！
□冷たいものや熱いものが歯にしみる
□歯をみがくと血がでる
□歯ぐきが腫れてブヨブヨする
□放置したむし歯や、つめものがと
　れたままの歯がある
□左右の奥歯をしっかりとかみしめ
　られない
□入れ歯が合っていない
□抜けた歯は多いが、入れ歯は入れ
　ていない

　佐倉市国際文化大学は、国際情勢、経済、文化
などをテーマに毎年開講しています。
　今回の公開講座では、アートディレクターで、
広告やタイポグラフィ（文字でデザインする技法）
制作の第一人者でもある浅葉克己氏（写真）が講
演します。
日 ６月 18日㈯午後１時 30分～３時 30分（受付 午後 0時 30分～）　
場 市民音楽ホール　要申し込み・無料
定 200 人（先着順）　講 浅葉克己（アートディレクター）
申 佐倉国際交流基金ホームページの公開講座申込フォーム
（右記）から、またはファクスで｢公開講座｣と明記の上、氏名、
住所、年齢、電話番号、メールアドレスを記入し、佐倉国
際交流基金℻ 484-6326 へ　〆 ６月 15日㈬
問 佐倉国際交流基金☎ 484-6326

▣口のささいな衰えをチェック！
□自分の歯が少ない・あごの力が弱
　い
□やわらかいものばかり食べる
□むせる・食べこぼす
□食欲がない・少し
　しか食べられない
□滑舌が悪い・舌が回
　らない
□お口が渇く・におい
　が気になる

佐倉市国際文化大学 公開講座
「言葉と文字と絵の怪しい関係

Artdirection,Graphicdesign,Typography」

　市内の小中学校では、郷土の先覚者である津田仙が、国内に広めた西洋
野菜を使用した「津田仙メニュー」給食を実施しています。
　令和４年度「津田仙メニュー」について、各校の給食の写真を展示します。
日 ６月６日㈪～ 17日㈮　無料・申し込み不要
場 JR 佐倉駅２階市民ギャラリー、市立美術館エントランスホール
問 社会教育課☎ 484-6189

まちかどミュージアム　

令和 4年度「津田仙メニュー」給食展

　新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）を受け
てから 5か月以上経過しているかたで、
❶ 60 歳以上のかた
❷ 18 歳以上 60 歳未満で基礎疾患を有するかた、その他新型コロ
ナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認
めるかた
※基礎疾患の範囲は、市ホームページをご覧ください。
申請時に診断書などの提出は必要ありませんが、予診票
と医師による接種前の予診で基礎疾患などの確認を行い
ます。場合によっては接種できないこともあります
使用ワクチン　ファイザー社製および武田 /モデルナ社製ワクチン
【接種券の発送時期】　接種時期が近付いたかたへ、4回目の接種に
必要な接種券一体型予診票を順次送付します

19 歳からの成人歯科健診を実施

歯と口の健康週間（６月４日～10日）

後悔する前に歯科医院へ !!
以下の項目に該当するかたは、特に注意が必要です

　新型コロナワクチンの 4回目接種が、「重症化予防」
を目的として、実施されることとなりました。それ
に伴い、佐倉市では、医療機関における個別接種と
イオンタウンユーカリが丘における集団接種を実施
します。
　ワクチン接種は、感染症予防とともに重症化を防
ぐために大変重要な手段です。一人でも多くの市民
の皆さんの命を守り、社会経済活動との両立を図る
ためには、これまで以上にスピード感を持って対応
することが求められております。
　市では、引き続きワクチン接種の対象となる全て
のかたが安心して、接
種して頂けるよう、医
療・福祉をはじめ、あ
らゆる関係者の皆さん
と力を合わせ、準備し
てまいります。

感染症の重症化を予防するために

佐倉市長　西
に し

田
た

三
さ

十
ん

五
ご

対 象

上記の②に該当するかたで、1・2回目接種の際に申請をしていな
いかたは、申請が必要です（60歳以上のかたは申請不要）。
▶ちば電子申請サービス（右記）から必要事項を入力
▶郵送 住所・氏名・電話番号・生年月日を記入した用紙
を〒 285-0825 江原台 2-27 健康推進課新型コロナ対策室へ
▶窓口　健康管理センター、西部保健センター、南部保健センター
で配布する申請書（市ホームページからダウンロード可）を提出

上記の②に該当するかたで、1・2回目接種の際に申請をしていな

申請方法

接種の予約方法接種の予約方法　▶ワクチン接種予約サイト
▶新型コロナワクチン接種コールセンター
☎ 0120-387-052
（午前 8 時 30 分～午後 5 時 ※土・日曜日、祝日を含む）

◉給食で学ぶ先覚者の功績「津田 仙メニュー」
　「津田仙メニュー」は、佐倉学の一環として、市内小中学校で津
田 仙の命日（４月 24 日）に行われ、給食を食べながら、仙の功績を
学んでいます。
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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。
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。【5月 19日現在】

　自然豊かな環境を畔田谷津ワー
クショップのスタッフが案内しま
す。水辺に住む生き物を観察してみ
ませんか？
日 6 月 25 日㈯午前 9 時 30 分～
11時 30分（雨天中止）
場 畔田谷津（佐倉西高校グラウン
ド下、下志津橋先の駐車スペース集
合）
要申し込み・無料
対 中学生以下（小学 3年生以下は保護者同伴）　
定 20 人（多数時抽選）　　　
持 汚れてもいい服装（長袖、長ズボン）、帽子、長靴、筆記用具、飲み物、
（持っていれば）虫・魚捕り網、双眼鏡
〆 6 月 10 日㈮正午
申 問 電話または、Eメールで学年・氏名（ふりがな）・年齢・住所・電
話番号を記入し、生活環境課☎ 484-4278、 seikatsukankyo@city.
sakura.lg.jp へ

　市では、市内での撮影を更なる地域活性化につなげるため、撮影
時に依頼があった際、お弁当の発注を受けられる事業者のかたを募
集します。
申 下記❶～❽を記入し、郵送またはファクス、Eメールで〒 285-
8501 市役所佐倉の魅力推進課℻ 484-5061、 sakurapr@city.
sakura.lg.jp へ
❶企業・団体名（担当者名）❷電話番号 ❸配達可能な地域（例：
志津地区、市内全域など） ❹定休日 ❺注文の締め切り（例：前日午
後５時まで、当日午前 10時まで） ❻配食可能数 ❼メニューおよび
価格 ❽その他特記事項
問 佐倉の魅力推進課☎ 484-6541

宝
ほ う

金
こ ん

剛
ご う

寺
じ

蔵 七
し ち

条
じょう

袈
け

裟
さ

・横
お う

被
び

 修復記念講座

❶「寺院と地域・中央、そして僧侶の旅―袈裟・横被の銘文と寺院文書から―」
日 ６月 11日㈯　講 小島道裕（国立歴史民俗博物館元教授）、須賀隆
章（市教育委員会文化課）

❷「宝金剛寺蔵七条袈裟・横被の修復と美術工芸品としての特色」
日 7 月 2日㈯　講 澤田和人（国立歴史民俗博物館准教授）、依田尚
美（株式会社松鶴堂）

❸「玉縄・岩富城主　北条氏勝の生涯」
日 7 月 16 日㈯　講 黒田基樹（駿河台大学教授）

◉市立美術館では、袈裟・横被と関連資料を展示しています
期間　5月 28日㈯～ 7月 18日（月・祝）
※月曜休館。ただし 7月 18日（月・祝）は開館します
場 市立美術館 2階展示室　観覧無料

市内撮影時に出演者やスタッフの皆さんが食べるための「ロケ弁」

◉随時、会員募集中！「畔田谷津ワークショップ」
　「畔田谷津ワークショップ」は、月２回程度、草刈りや動植物調
査などの環境保全活動を畔田谷津で行うボランティア団体です。見
学や作業の体験も受け付けていますので、気軽にお問い合わせくだ
さい。

※活動日など詳細は、生活環境課ホームページをご覧く
ださい

▣宝金剛寺蔵 七条袈裟・横被…当時、珍重された中国製の裂
きれ

地
じ

に大柄の模
様を織り出し、仕立てた袈裟と横被。二枚一組として僧侶が着用します。
岩富城主であった北条氏勝が、当時の宝金剛寺住職 覚

か く

朝
ちょう

に寄進したもので
市指定文化財となっています。

◉連続講座「袈裟が紡ぐ時代と地域・人物の様相」（全３回）
　文化財の修復は、「モノ」として直すことはもちろん、文化財をとり
まく時代や地域、人物を改めて見つめ直す機会としても重要です。
　宝金剛寺所蔵の袈裟・横被修復にあたり、関連する資料や人物の調査・
研究が進められ、新たな成果が浮かび上がってきました。袈裟・横被が
紡いできた時代と地域・人物の様相について、各分野における第一人者
を講師に招き、連続講座を実施します。

【❶～❸共通事項】
時午後 1時 30分～３時 30分（開場 
午後 1時）　要申し込み
場 市立美術館 4階ホール　費 1000 円
（資料代　冊子『文化財が紡ぐ佐倉の
歴史 ―宝金剛寺と北条氏勝―』を含む）
対 3回の講演を全て受講可能なかた 　
定 50 人（先着順）
申 問 文化課☎ 484-6192

七条袈裟 亀甲梅椿文様（慶長十三年銘）
（宝金剛寺蔵、佐倉市指定文化財）

期間　7月 27日㈬～ 29日㈮
訪問先　広島市
費 1500 円程度（保険料）
対 市立中学校以外に通学する市内
在住の中学生
定 2 人
申 郵送、ファクスまたは Eメール
で、作文「被爆地を訪問して学び
たいこと」（800 字程度）、住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学校名・
学年を明記の上、〒 285-8501 市役所広報課℻ 486-8720、 koho@
city.sakura.lg.jp へ
※選考の結果は応募者全員に通知します。作文の著作権は佐倉市に帰属
し、返却はしません
※市立中学校は各学校長の推薦により決定します
〆 6 月 15 日㈬（必着）
問 広報課☎ 484-6103

佐倉平和使節団 私立中学生 参加者募集
～被爆地を訪問し、戦争の恐ろしさと平和の尊さを学びます～

　 幅広い年代で楽しめる「ニュースポーツ」を、家族や友達と一緒に体
験してみませんか？
日 ６月 25日㈯午前９時～正午　要申し込み・無料 場 市民体育館
内ニュースポーツ、ゲームコーナーなど
持 マスク、タオル、運動のできる服装、室内履き、飲み物　
〆 6 月 24 日㈮午後３時まで
申 ちば電子申請サービス 
※催しの詳細や参加申し込みは、市ホームページ（右記）から
問 生涯スポーツ課☎ 484-6742

ニュースポーツまつり みんなでエンジョイ!!

生きもの観察会
「畔田谷津で生きもの見っけ隊！」

▣市では、映画やドラマ、C
コマーシャル

M などの撮影に協力しています
　市の魅力を国内外に広く発信できる機会として、知名度の向上
や、観光客の増加などを目
的に、市では、映画やドラ
マ、CMなどの撮影に協力
しています。
　「佐倉フィルムコミッ
ション」では、制作会社の
イメージに合った場所・施
設の紹介や撮影サポート、
放映情報の PRを行ってい
ます。
問 佐倉の魅力推進課
☎ 484-6541

お弁当の注文が受けられる
事業者のかたを募集します

佐倉市の魅力を発信中！

「佐倉フィルムコミッション」

⬆ 映画「地獄の花園」（2021年）の撮影風景
広瀬アリスさん、室井滋さんが旧増田家住宅で
撮影を行いました

▣ B
バ ン プ

UMP O
オ ブ

F C
チ キ ン

HICKEN「Small world」（2021 年）のM
ミュージックビデオ

V も
撮影されました

　市ホームページでは、市内で撮影された作品を紹介して
います。撮影で使用された施設に足を運んでみませんか？

文化財が紡ぐ 佐倉の歴史 文化財が紡ぐ 佐倉の歴史 
―宝金剛寺と北条氏勝―
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投票所の変更・廃止のお知らせ

2022 年（令和 4年）6月 1日4 SAKURA

　6月 9日㈭は、システムメンテナンスのた
め、全ての証明書のコンビニ交付が終日停止
となります。交付が停止となる証明書は次の
とおりです。

◎課税（所得）証明書、非課税証明書、住民票、
印鑑証明書、戸籍全部または一部事項証明書、
戸籍の附票

　また、コンビニ交付で発行できる課税証明
書、非課税証明書の対象年度が次の日時で切
り替わります。
【コンビニ交付対象年度】
▶令和 3年度（2021 年度）
6月 8日㈬　午後 11時まで
▶令和 4年度（2022 年度）
6月 10日㈮　午前６時 30分から
【コンビニ交付取り扱い時間】
午前６時 30分～午後 11時
問 ◆課税証明書、非課税証明書については、
市民税課☎ 484-6114
◆住民票、印鑑証明書、戸籍全部または一部
事項証明書、戸籍の附票については、
市民課☎ 484-6122

コンビニ交付システムによるコンビニ交付システムによる
証明書発行サービスが停止します証明書発行サービスが停止します

6/9
㈭

　今夏に執行予定の第 26回参議院議員通常選挙から、次の投票所が変更・廃止になります。
該当の投票区域にお住まいのかたは、選挙前に市から郵送する入場整理券はがきに記載の「投票所名」をご確
認のうえ、お間違えのないよう投票所までお越しください。

●投票所の変更

投票区 これまでの投票所 これからの投票所

第 2投票区 佐倉幼稚園 佐倉中学校

第 17投票区 中志津自治会
センター 下志津小学校

●投票所の廃止

投票区 これまでの
投票所 有権者の住所 これからの投票所 地図

第 28投票区 井野町会館

井野 1418 ～ 1426、
1434 ～ 1452、
1466 ～ 1473、
1579 ～ 1644

志津中学校
（第 16投票区）

井野 1427 ～ 1432、
1454 ～ 1463、
1475 ～ 1578
井野町 60 ～ 107
上志津 1633-5、
 1637 ～ 1639

志津市民プラザ
（第 18投票区）

これから雨が多くなる時
期になります。災害から身
を守るためには、日頃から
の備えが大事です。
 　洪水や土砂災害の恐れが
ある箇所や避難先は、パソ
コンやスマートフォンを使って、佐倉市防災
ハザードマップ（Web版）にて確認できます。
　自宅の災害危険度などを把握し、家族や地
域で、安全に避難できる避難先や避難経路に
ついて確認しましょう。
※A1版の佐倉市防災ハザードマッ
プ（両面印刷）も配布しています
配布場所　危機管理課、下水道課、
各出張所・派出所・サービスセンター
問 危機管理課☎ 484-6131

佐倉市防災ハザードマップ（Web版）
をご活用ください

※これからの投
票所は、有権者
の住所により異
なります

廃止

変更

　令和 4年度課税（所得）証明書、非課税証
明書は 6月 10日㈮から発行を開始します。
令和４年度の課税額、令和 3年 1月 1日から
12 月 31 日までの所得や収入の金額などが記
載されます。
※市民税が給与から特別徴収（天引き）され
ているかたは5月 13日㈮から発行が可能です
※令和 4年 3月 16 日以降に確定申告書や市
民税・県民税申告書を提出されたかたは、そ
の内容を反映することが間に合わない場合が
あります
対 令和 4年 1月 1日に市内に住所があるかた
※市民税の申告をしていないかたは、請求当
日中に証明書の交付ができないことがありま
す
証明書交付窓口 ▶市民税課▶各出張所・派
出所
※西志津、佐倉市民サービスセンターでは交
付不可
※土日祝、年末年始を除く
ただし、第２・４日曜日は、市民税課、志津
出張所で発行可
問 市民税課☎ 484-6115

令和 4年度課税（所得）証明書、非
課税証明書の発行を開始します

一般財団法人藤本武弘育英会から、教育活
動の充実を目的として、市内中学校全 11校
に図書・教材・楽器の寄贈および楽器の修理
費用の助成（１校あたり 30万円相当）をい
ただきました。

善意善意
ありがとうございますありがとうございます

◎入場整理券はがきに投票所の場所が記載
されていますのでご確認ください。

千葉県明るい選挙シンボル
キャラクター「せんきょ君」

入場整理券はがきイメージ

井野町会館の閉鎖に伴い当該投票所を廃止し、有権者の住所ごとに投票所を隣接する志津中学校、または志津市民プラザに変更します。

投票するかたの利便性向上のため、２つの投票所を変更します。

変更

問 選挙管理委員会事務局☎ 484-6179選挙管理委員会事務局☎ 484-6179
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佐倉市コミュニティバスで、乗車時に「①後期高齢者医療被保険者証」を提示すると、運賃が
200円から100円となります。また、保険証を持ち歩くのは不安という声に応え、6月1日㈬から、
後期高齢者医療被保険者証と同様の割引ができる「②後期高齢者割引パス」を、希望されるか
たに発行します。
　この割引は、佐倉市コミュニティバス限定です。路線バスでは割引となりませんのでご注意
ください。
〇後期高齢者割引パスについて
　後期高齢者医療被保険者証と同
様の割引ができる証明書です。
▶対象　佐倉市在住で 75 歳以上の
かた
▶割引後運賃　100円（通常200円）
▶有効期限　なし
※他の割引制度との併用は不可
※割引パスの申込方法とその他割引制度の詳細は、市ホームページをご覧ください
問 都市計画課☎ 484-6164

2022 年（令和 4年）6月１日 5SAKURA

お知らせ

◎◎市民税・県民税　第 1期
≪納付のご相談は≫
納税相談…債権管理課☎ 484-6118
後期高齢者医療保険料…健康保険課☎ 484-6136
介護保険料相談…介護保険課☎ 484-6187

◆申し込み方法
　口座振替依頼書に必要事項を記入・押印のうえ、
窓口で手続きしてください。
◆申し込み窓口
　預貯金口座のある金融機関（※）、ゆうちょ銀行、
佐倉市役所（債権管理課または出張所・派出所）
※…みずほ銀行・三菱ＵＦＪ銀行・三井住友銀行・
りそな銀行・埼玉りそな銀行・千葉銀行・千葉興
業銀行・京葉銀行・千葉信用金庫・銚子信用金庫・
佐原信用金庫・東京東信用金庫・千葉みらい農業
協同組合
◆申し込みに必要なもの
　通帳・通帳届出印・納税通知書（または通知書
番号がわかるもの）・口座振替依頼書
▶口座振替開始の２か月前までにお申し込みくだ
さい。
▶口座振替依頼書は、債権管理課または出張所・
派出所、市内の金融機関にあります。郵送も可能
ですので、債権管理課までご連絡ください。
問 債権管理課☎ 484-6116

納期限のお知らせ【納期限 6 月 30 日㈭】

　県では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の
改正により、令和 4年 7月 1日から自転車損害賠償保険などへの加入
が義務となります。
　自転車による事故は、誰もが被害者にも加害者にもなる可能性があ
り、加害者になった場合は、高額な賠償金を支払わなくてはならない
こともあります。あなたと被害者を守るため、事故を起こしてしまっ
たときに備えて自転車保険に入りましょう。
　既に加入している保険（自動車保険・火災保険など）の個人賠償責任補償特約などで対
応できる場合もあります。また、個人賠償責任保険などの多くは家族（未婚の子や同居親
など）も補償範囲となっている場合があります。
　まずは自身や家族が加入している保険の内容・補償範囲の確認と、特約などの追加で対
応できないかを確認しましょう。
＜加入義務化の対象＞
・自転車利用者（未成年の場合はその保護者に加入義務があります）
・自転車を業務で利用する事業者
・自転車貸付業者
※自転車損害賠償保険などとは、自転車の交通事故により他人の生命・身体を
害した場合において生じた損害を賠償するための保険・共済のことを言います。
なお、詳細は千葉県ホームページをご覧ください
問 千葉県くらし安全推進課☎ 223-2263

～ 7月１日から～
自転車保険への加入が義務化されます

　当面の間、傍聴の自粛をお願いしています。本会
議の模様は、インターネット中継やCATV（ケーブ
ルテレビ）をご覧ください。
■議会日程
▶招集日　　　6月 6日㈪　午後 1時～
▶一般質問　　6月 13日㈪～ 16日㈭
▶常任委員会　6月 20日㈪～ 23日㈭
▶最終日　　　6月 27日㈪　午後１時～
※日程は変更になることもありますので、事前にお
問い合わせください
■インターネット中継
招集日、一般質問、最終日の模様を、開
催時間中にライブ中継するほか、各開催
日のおおむね１週間後から録画中継を配
信します。
■CATV（ケーブルテレビ）の議会放映
招集日、一般質問、最終日の模様を、各開催日の翌
日午後 5時 30分から放送。　地上デジタル⇒ 10ch　
デジタルCATV⇒ 301ch
問 議会事務局☎ 484-6254

佐倉市議会６月定例会

わが家の耐震相談会わが家の耐震相談会 
～地震に備え、わが家の耐震化を～～地震に備え、わが家の耐震化を～

日 6 月 26 日㈰午後 0時 30 分～ 4時 30 分
要申し込み・無料

場 志津公民館 
内 1耐震に関する相談 (①個別相談  ②補助
説明 ）2ブロック塀補助に関する相談 　
※時間指定、12合わせて１組約 40分を予定
対 1木造住宅に住む市民のかた 2道路に面し
た部分の危険ブロック塀の除却や、生垣・植
栽やフェンスなどへの転換を考えているかた
定 1・2各 10組程度　
持 1建築確認通知書や間取り図など、自宅の
状況が分かるもの　2現在の状況がわかる写
真など
〆 ６月 21日㈫　
申 問 建築指導課☎ 484-6169

①後期高齢者医療被保険者証 ②後期高齢者割引パス

※①、②どちらでも同様の割引が受けられます

佐倉市コミュニティバス 75歳以上のかたの割引制度があります75歳以上のかたの割引制度があります

佐倉市議会
ホームページ

千葉県ホームページ

監査の措置結果について監査の措置結果について
　「令和３年度定期監査及び行政監査（第２回）の
結果に関する報告に基づいて講じた措置」が、市長
および市議会議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

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
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

農業用廃プラスチックの適正処理を農業用廃プラスチックの適正処理を
お願いしますお願いします

　使用済み農業用ビニールを回収し、リサイクル工
場に搬入する事業を、今年度は 8月と 3月に実施予
定です。詳細が決まり次第、改めてお知らせします。
問 JA 千葉みらい 佐倉四街道営農センター ☎ 485-6188

400ml 献血にご協力ください400ml 献血にご協力ください
日 6 月 11 日㈯午前 9 時 30 分～正午、午後 1 時
30分～ 4時
場 ベイシア佐倉店
問 社会福祉課☎ 484-6135

令和 4年度千葉県教科書展示会を開催します令和 4年度千葉県教科書展示会を開催します
日 6 月 10 日㈮～ 6月 24日㈮
午前 9時～午後 5時 ※ 6月 13日㈪は休館
場 中央公民館
問 千葉県教育庁北総教育事務所☎ 483-1149

納税は便利で安心な口座振替で納税は便利で安心な口座振替で
　納税を口座振替にすると…
　納期のたびに、窓口に納付に出向く手間が省けま
す。自動的に引き落とされるので、納め忘れがなく
安心です。

取扱指定店で購入時に申請が必要です取扱指定店で購入時に申請が必要です
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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
1・15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

14・28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

8 日・22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

2022 年（令和 4年）6月１日6 SAKURA

情報ナビ SAKURA 
INFORMATION

施設ガイド

お知らせ

■今月の休館日
6 月 6 日㈪・7 日㈫・13 日㈪・20 日㈪・
27日㈪ 

図書館情報

三逕亭（佐倉城址公園内）
☎486-4520

6 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】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》6月の就業相談・入会説明会
日場▷ 10日㈮・16日㈭ 志津市民プラザ 
▷ 7日㈫ レインボープラザ ▷ 22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
❶パソコン・スマホなんでも相談会
日 ① 6月 5日㈰午前 10 時～午後 3時 ② 6 月
10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」、購入相談、修理、リユー

ス、破棄（データ消去）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～正午 
場 シルバー人材センター 費 ▷包丁：500 円～ 
▷鎌：400 円～ ▷苅込鋏：900 円～
◆６月の巡回刃物砥ぎ（受付：午前 9時～正午 
、引き渡し：午後 1時～ 3時）
日場▷ 12日㈰  西志津さくら自治会館 
▷ 19 日㈰  八幡台会館 ▷ 26 日㈰  本町会館
　7月 1 日は建築士の日「建築なんでも相談」
日 6 月 26 日㈰午前 10時～午後 3時
要申し込み・無料 場志津公民館
内耐震、新築・リフォーム、解体など
申問千葉県建築士会佐倉支部☎461-1141
　マンション管理組合のためのセミナー・無料
　相談会
日 7 月 9日㈯午後 1時 20分～ 4時 50分
（セミナー：午後 1時 30分～、無料相談会：午
後 3時 50分～）　要申し込み・無料
場ミレニアムセンター佐倉 
内知っておきたいアスベスト処理対応、活動のヒン
ト 計画修繕と資金計画の立案  定 5 組（先着順）
申問千葉県マンション管理士会☎244-9091
　講演会「成年後見～本人の生きる力を…
　親の思いを生かせる利用方法を探る」
日７月 30日㈯午後１時 30分～ 
要申し込み・無料 場志津公民館 
定 50 人（先着順）講秦野隆治（社会福祉士）
申 問 佐倉市精神障害者家族会・大賀☎ 090-
4755-3682、℻485-4353

♦和田工芸講座「陶芸」
日 6月22日㈬ 、7月20日㈬、9月16日㈮
各午前 9時 30分～正午（全 3回）要申し込み 
費 材料費 講 和田地区在住陶芸家 定 10 人（未
受講者優先、多数時抽選）対 市内在住・在勤
で全回参加できるかた 〆 6 月 10 日㈮
申 電話で

和田公民館
☎498-0417

　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 6 月 8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 6 月 8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）
日場▷6月12日㈰午前10時30分～志津コミュ
ニティセンター ▷ 7月 3日㈰午前 10時 30 分～ 
臼井公民館  ▷ 7月 17日㈰午前 11時～ 佐倉図書
館 ▷ 7月 21 日㈭午前 10 時 30 分～ 根郷公民館 
▷ 7月 22日㈮午前 10時 30分～ 志津市民プラザ
◆人形劇「大きなかぶ」ほか（幼児向け）
日 場 ▷ 6月 19 日㈰午前 10 時 30 分～ 西志津
ふれあいセンター ▷ 6 月 23 日㈭午前 10 時 30
分～ 佐倉南図書館 ▷ 7月 14 日㈭午前 11時～ 
佐倉図書館  ▷ 7 月 15 日㈮午前 10時 30～ 志
津コミュニティセンター 
※状況により中止・会場が変更の場合あり
申電話で 
問佐倉図書館☎ 485-0106

ヤングプラザ
☎484-6431

♦すくすくつくしクラブ
　簡単な工作や読み聞かせなどで楽しみましょ
う！
日 毎週月曜日午前 10時～正午 
要申し込み・無料 
対乳幼児と保護者 定 3 組（先着順）
申 電話または来館で

▶迷子札やマイクロチップをつけるなど、災害
時に放れてしまっても、飼い主がわかるように
しておきましょう
▶飼い犬が人をかんだときは保健所へ届け出し、
かんだ犬が狂犬病の疑いがないかどうかの獣医
師の検診が必要です
▶動物の糞尿は飼い主が責任を持って処理しま
しょう
▶適正に飼えない子犬・子猫を増やさないよう、

不妊去勢処置をしましょう
▶愛護動物を虐待したり捨てたり
すると、最大 100 万円の罰金が科せられます
▶やむを得ない事情により飼えなくなった場合
は、保健所・動物愛護センターが新しい飼い主
探しをお手伝いします
【問い合わせ】
印旛健康福祉センター ☎ 483-1137
千葉県動物愛護センター ☎ 0476-93-5711

6 月は「動物の正しい飼い方推進月間」です

健康相談
日 ① 6 月 8 日㈬午前９時 30 分～ 11 時 30 分
② 6 月 24 日㈮午前９時 30分～ 11時 30分
要申し込み・無料※1人60分（禁煙相談は30分）
場①南部保健センター ②健康管理センター
内 健診結果についての相談、栄養、歯科、禁煙に
関する個別相談  対市内在住のかた
申問健康推進課☎312-8228
　カウンセラーによるこころの相談
日 6月21日㈫午後1時50分～4時 （1人30分）
要申し込み・無料 場西部保健センター
対市内在住のかたやその家族  
※電話で問診あり。治療目的のカウンセリング不可
申問健康推進課☎312-8228
　精神科医によるこころの健康相談
日 6月29日㈬午後1時50分～4時（1人30分）   
要申し込み・無料 場西部保健センター　
対市内在住のかたおよび家族　
※電話で問診あり。投薬、診断はできません
申問健康推進課☎312-8228

保健の情報

♦弥富野草散策観察会
日 6月29日㈬午前 9時～正午（雨天延期）
※延期の場合は 7月 6日㈬（再延期なし）
集合場所：弥富公民館（午前 8 時 50 分集合）
※観察のみで採取不可。保険は各自で対応
要申し込み・無料
講阪上津留美（千葉県自然観察指導員）
対 市内在住・在勤で数時間歩けるかた
定 10人（多数時抽選） 〆 6月2日㈭～15日㈬（必着）
申 電話、ファクス、はがき、Eメールまたは来
館で、住所・氏名・電話番号（メールアドレス・
ファクスは任意）を明記の上、〒285-0072 岩
富町 151 弥富公民館「弥富野草散策観察会」へ
yatomi-public@city.sakura.lg.jp 、℻481-

5151

弥富公民館
☎498-0860
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相談内容 日時・場所など 申し込み・問い合わせ

年金相談

22 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㈫・16日㈭ ・28 日㈫  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 8 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

行政書士相談 18 日㈯  13:30 ～ 16:00
ミレニアムセンター佐倉　※要予約

行政書士佐倉市民相談室・豊
田☎ 080-9579-0779

2022 年（令和 4年）6月１日 7SAKURA

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

3 日㈮・10日㈮・24日㈮
10:00 ～ 15:00
17 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
9 日㈭・19日㈰・25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
1 日㈬・15日㈬ 10:00 ～ 
ミレニアムセンター佐倉　
※要予約

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 17 日㈮ 15:30 ～  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

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

※各保育園にご連絡ください
♦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
7 月 13 日㈬ 10:00 ～ 16:00
（１週間前までに要予約）
COLABO SAKURA

商工振興課
☎ 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

14 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
1 日㈬・15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

月曜日 10:00 ～ 15:00 社会福祉センター☎ 484-6199

第 1・3水曜日 10:00 ～ 15:00 西部福祉センター☎ 463-4433

第 2・4金曜日 10:00 ～ 15:00 南部福祉センター☎ 483-7211

法律相談 27 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
☎ 484-6200

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

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【6月の開設情報】移動交番【6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 6日㈪❶、16日㈭❷
クライネスサービス本部
宮ノ台 8日㈬❷、22日㈬❷

山王集会所 21日㈫❷
志津市民プラザ 9日㈭❶、29日㈬❶
セブンイレブン西志津６
丁目店 17日㈮❶、24日㈮❷

中央公民館 2日㈭❷、21日㈫❶

場所 日時

南部保健福祉センター 2日㈭❶、23日㈭❷

西志津ふれあいセンター 1日㈬❷、14日㈫❶
根郷公民館 8日㈬❶、30日㈭❶
八幡台会館 6日㈪❷、22日㈬❶

ヤオコー染井野店 15日㈬❶、24日㈮❶
イオンタウンユーカリが
丘店東館 15日㈬❷、28日㈫❶

時 間 ❶ 10:00 ～❷ 14:00 ～  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

♦ 6月のオレンジカフェ
日時 場所 申 問

16 日㈭ 14:00 ～ 15:00 そばカフェ 301 ❶
12 日㈰ 13:30 ～ 15:00 はらトピア ❷
26 日㈰ 13:30 ～ 15:30 リハビリデイひまわりの里 ❸
21 日㈫ 10:00 ～ 11:00 栄町集会所 ❹
26 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

転倒予防教室 7 月 3日㈰、8月 7 日㈰ 13:30 ～ 15:30 南部
地域福祉センター ❺

●としとらん塾

■介護者教室
催し 日時・場所など 申 問

元気なうちに知っておこ
う！成年後見制度について 6 月 28 日㈫ 13:30 ～ 15:30 臼井公民館 ❸

成年後見制度について 6 月 16 日㈭ 13:30 ～ 15:00 白銀西集会場 ❹
知っておきたい施設選びの
ポイント

6 月 5日㈰ 14:00 ～ 15:30 南部地域福祉セン
ター ❺

成年後見制度ってなに？ 7 月 10 日㈰ 14:00 ～ 15:30 南部地域福祉セ
ンター ❺

※対象など詳細はお問い合わせください
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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 6/7･21 ㈫

ビン 6/14･28 ㈫

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 6/2･16 ㈭

金属類・小型家電 6/9･23 ㈭

廃食用油
※機械油は対象外

6/2 ㈭

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」5月 23日放送分）

Let's 
チャンネル登録！

★おすすめ動画
　「ー高校生たちの挑戦ー
　　　　　　　　　　佐倉市 PR動画制作」

2022 年（令和 4年）6月 1日8 SAKURA

〈有料広告〉 財源確保のため広告を掲載しています。 

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（ただし、7月18日（月・祝）は開館） 　人間国宝（正式名称：重要無形文化財保持者）とは、歴史上または芸術上価値

の高い工芸技術などのうち、特に重要なものを高度に体得していると国に認定さ
れた人のことを指します。幼少期を佐倉で過ごし、広島・長崎平和の鐘の作者と
して知られる金工家の香取正彦（1899 ～1988）は、昭和52（1977）年に梵鐘の
制作で人間国宝に認定されました。
　本展では、香取正彦が梵鐘とともに数多く制作した仏具などの作品や、正彦の
父・香取秀真、津田信夫など、佐倉にゆかりのある金工家の作品を紹介します。

〒 285-0023  新町 210
☎ 485-7851　FAX 485-9892
muse@city.sakura.lg.jp

※新型コロナウイルス感染症の状
況により、公演が延期・中止とな
る場合があります。最新情報は、
ホームページをご覧ください

6 月 26 日 (日) 　午後 2時開演
A席3,500円   B 席 3,000円　学生2,600円

【プログラム】
▶ショパン /革命のエチュード
▶リスト /ラ・カンパネラ
▶ベートーヴェン（リスト /金子三勇士編曲）
/ フロイデ～交響曲第 9番「合唱」から第 4
楽章（特別編）ほか 　
※曲目・曲順は変更となる場合があります

◉◉金子 金子 三三
みみ

勇勇
ゆゆ

士士
じじ

 ピアノ・リサイタルピアノ・リサイタル

《柄香炉》昭和63(1988）年
※正倉院宝物の《獅子鎮柄香炉》を模作したもの

◉◉うみのひファミリーコンサートうみのひファミリーコンサート
                                          邦楽四重奏団 in佐倉邦楽四重奏団 in佐倉
7月18日 (月・祝)  午後 2時開演

【プログラム】
▶琉球民謡による組曲／牧野由多可
▶八千代獅子／藤永検校
▶甲烏賊／川上統（2020 委嘱作品）ほか
※曲目・曲順は変更となる場合があります

〒 285－0837 佐倉市王子台 1－16  ☎461-6221
休館日 第２・４月曜日（祝日の場合は、その翌日）

公益財団法人千葉県文化振興財団
佐倉市民音楽ホール主催

【チケット予約・問い合わせ】
千葉県文化会館
☎ 222-0201

一般 2,000 円
30 歳以下 1,000 円
高校生以下 500 円
3歳以下 ひざ上無料（席が必要な場合は有料）

　佐倉市出身の脚本家・映画監督である上
かみ

村
む ら

奈
な

帆
ほ

さ
んとシンガーソングライターである南

な

壽
す

あさ子
こ

さん、
佐倉東高校演劇部員がコラボし、映像作品を制作し
ました。
　タイトルは「サクラ咲く～ひとひらのひかり～」。
コロナ禍が長く続き、不安に覆われている世の中を
生きる人々、特に思春期の多感な時期を迎える学生
たちに「明日も前向きに生きよう」と思ってもらえ
る作品です。

地元高校生が出演する地元高校生が出演する
　　 ショートムービー配信中　　 ショートムービー配信中

問広報課☎ 484-6206

◉作品は
　　佐倉市公式 YouTube
　　　「さくら動画配信」から！

《金銅誕生仏》
昭和61(1986)年

７月　　日７月　　日会期 ２階展示室　観覧無料２階展示室　観覧無料㊊㊗㊊㊗までまで181 8

収蔵作品展収蔵作品展

人間国宝・香取正彦の仏具と佐倉の工芸人間国宝・香取正彦の仏具と佐倉の工芸

YouTubeYouTubeでで

【同時開催】【同時開催】宝金剛寺蔵七条袈裟・横被修復記念『文化財が紡ぐ佐倉の歴史－宝金剛寺
　　　　　と北条氏勝－』（展示のほか、講座も開催します。詳細は3ページをご覧ください）
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