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Ｍ 申込方法・申込先　　Ｔ 問い合わせ　　H 電子申請による申し込み（申込方法は11面上段に）　特に記載のないものは11/４㈫から受け付け

人　口：149,027人
（男72,772人　女76,255人）
世帯数：63,875世帯

健康課の相談・教室・講演会案内
会場は美浜保健福祉センター。対象は区内在住の方。
美浜区真砂５‐15‐２　Ｆ270‐2065　Ｅkenko.MIH@city.chiba.lg.jp
区ホームページでも各種相談など情報を掲載しています。

①健康づくり係　　　　	☎270‐2221
②こころと難病の相談係	☎270‐2287
③すこやか親子係　　　	☎270‐2213

11月９日㈰　９：00～12：30

今月の区役所休日開庁日

主な開庁窓口

区役所　市　民　課	☎270‐3126
　　　　保険年金課	☎270‐3131
西部市税事務所
　　　　市民 税 課	☎270‐3137

くらし相談…日常生活上の心配ごと

交通事故相談…損害賠償や示談など

　＊くらし相談・交通事故相談で面
　　談希望の方は、あらかじめお問
　　い合わせください。
行政相談…国・県などへの要望・意見

各種相談案内

相談はすべて無料。美浜区役所１階市民
相談室で行います。12：00～13：00
は相談を行いません。

相
談
は
面
談
の
み

法律相談…相続・離婚・訴訟など

　＊定員各８人（多数の場合抽選）。
　＊各相談日の２週間前の９：00～１週
　　間前の17：00に電話。Hも可。
　＊裁判所で訴訟・調停中のものは不可
住宅相談…不動産売買や賃借など

　＊当日９：00から電話で予約（先着８人）
10：00～15：0011月20日㈭

申込先・問い合わせ　美浜区地域振興課
　　☎270‐3123　Ｆ270‐3192

電
話
相
談
も
可

９：00～16：00月・水～金曜日
９：00～15：00火曜日

９：00～16：0011月６日㈭

火曜日、11月27日㈭
13：00～16：00

９：00～16：00月・水曜日

申し込みは電話で（予約制）

消費生活に関するトラブルなど
11月13日㈭・27日㈭９：00～12：00
美浜区役所１階市民相談室
＊相談は面談のみ（当日直接会場へ）
Ｔ消費生活センター　☎207‐3603
　　　　　　　　　　Ｆ207‐3111

消 費 生 活 相 談 無料

相談・教室名など 日　時 対象者・内容など 定員 申込

相
談

栄養相談 11/４㈫・12㈬・13㈭・14㈮、
12/１㈪９：20～14：40

離乳食や生活習慣病予防などの食事について管理栄養士が相談に
応じます。特定保健指導を受けている方はご遠慮ください。 各５人 ①

精神保健福祉相談 11/13㈭15：10～16：40 対象＝眠れないなどこころの健康でお悩みの方およびその家族。
精神科医師が相談に応じます。 ３人 ②

教	

室

母親＆父親学級
11/４㈫13：20～16：00
11/10㈪・17㈪（初回参加時に
午前午後を選択）全３回

対象＝来年３月末までに出産予定の初妊婦の方、またはその配偶
者。

当日直接
会場へ

運動の基本を学ぶヘル
スサポーター養成教室

11/27㈭、12/11㈭・25㈭
13：30～15：00

ストレッチ、筋トレ、グループワーク（運動の仲間づくり）など、
運動の基本について学びます。 20人 ①

食の実践教室
～食事バランス編～ 11/28㈮10：00～13：30 簡単にバランスよく食べる調理実習と健康づくりのお話。

材料費＝500円 20人 ①

認知症についての教室

①12/ ３㈬13：30～15：00
②12/10㈬10：00～11：30
全２回。①の講演会のみ参加も
可。

対象＝認知症の原因や症状、予防などに関心のある方。
①医師による講演会「もっと知ろう！認知症」
②健康運動指導士によるストレッチや体操。頭と体を活性化して
認知症予防。

20人
（①は30
人）

①

離乳食教室 12/11㈭13：00～15：00 対象＝第１子で６～８カ月児の母親またはその家族
離乳食（２～３回食）の実演と試食。試食代＝150円 30人 ①

講
　
演
　
会

幼児の成長と発達 11/27㈭10：00～12：00 対象＝１歳６カ月～５歳の保護者。子どもの成長発達と関わり方
のヒントについて、臨床心理士が講演します。

20人
（託児は
15人）

③

４～６歳児のこころと
からだ 12/ ２㈫10：00～12：00

対象＝４～６歳児の保護者。
性差を意識し始める子どもへの接し方とこころの発達について臨
床心理士と保健師が講演します。

20人
（託児は
10人）

③

呼吸器疾患に気をつけて～肺
がん、COPDとその予防～ 11/21㈮13：30～15：00 肺がん、COPD（慢性閉塞性肺疾患）の予防と治療法について医

師が講演します。 30人 ①

お知らせ
高洲コミュニティセンター　　　　　　
プリザーブドフラワーアレンジ

　クリスマス＆お正月飾りを作ります。
　日時　12月４日㈭９：30～13：00
　対象　市内在住・在勤の18歳以上の方
　定員　15人（先着順）
　費用　3,500円（材料費、保険料）
　Ｍ直接または電話で、高洲コミュニティ
センター☎277-3000。Ｆ277-0507も
可（氏名、住所、電話番号を明記）。

真砂コミュニティセンターの催し

　機能改善健康体操
　骨盤背骨を中心に全身を調整する運動、
血行促進や筋力をアップさせます。
　日時　12月４日・18日・25日、来年１

月８日・15日・22日の木曜日
11：10～12：20（全６回）

　定員　20人（先着順）
　費用　3,000円（講師代、保険料など）
　ノルディックウオーキング
　２本のポールを使ったウオーキングで

す！歩いて健康づくりをしましょう。
　日時　11月22日㈯、12月20日㈯
	 ９：30～13：00
　対象　市内在住・在勤の18歳以上で、約

６キロメートル歩ける方
　定員　各25人（先着順）
　費用　各800円（ポール持参は600円）
　元気に！楽しく！うたごえ広場
　生ピアノの伴奏で童謡からポップスまで
皆さんと一緒に歌います。
　日時　11月30日㈰10：00～11：30
　定員　100人（先着順）
　費用　500円
　Ｍ直接または電話で、真砂コミュニティ
センター☎277-2512。Ｆ277-0104も
可（氏名、住所、電話番号を明記）。

避難場所・避難所などの指定を解除

　避難場所・避難所および広域避難場所とし
て指定されている旧真砂第一小学校（美浜区
真砂２）の跡施設に、真砂コミュニティセン
ターを整備するにあたり、校舎などの改修工
事が実施され、避難場所などとして使用がで
きなくなるため、指定を解除しました。
　Ｔ危機管理課☎245-5151Ｆ245-5597

問い合わせ　美浜区地域振興課地域づくり支援室　☎270‐3122　Ｆ270‐3191

町内自治会の結成の相談はお気軽に
　一定の要件を備えたマンション管理組合が、町内自治会と同様に、行政情報など
の回覧を請け負い、市から委託料を受ける制度があります。

　「遠くの親戚より近くの他人」と言わ
れるように、大きな災害があったとき
など、「いざ」というときに一番頼りに
なるのは、お隣や近所の皆さんです。
　地域の「絆」があなたの住むまちを
より安全に、より住みやすくします。
町内自治会に加入しましょう。

町内自治会に加入しましょう！

町内自治会の主な活動

◆安心に暮らせるまちづくり
　防犯街灯の設置や防犯パトロールの実
施など、皆さんが安全で安心して暮ら
せる地域づくりに取り組んでいます。

◆災害に強いまちづくり
　災害に備えて、防災訓練や自主防災
組織の結成など、共に助けあえる地
域づくりに取り組んでいます。

◆交流やにぎわいのあるまちづくり
　夏祭り・運動会・敬老会などを開催
し、心のふれあうコミュニティづく
りに取り組んでいます。

◆きれいな美しいまちづくり
　公園・道路などの清掃、ごみステー
ションの維持管理など、美しいまち
づくりに取り組んでいます。

地域の絆を深める夏祭り

　高洲コミュニティセンターで活動しているサークルが日
頃の成果を発表し、地域の方々との交流を深める祭典です。
　模擬店、フリーマーケット、ミニ電車など楽しい催しが
盛りだくさんです。
　皆さんのご来場をお待ちしております。

問い合わせ　高洲コミュニティセンター　☎277‐3000　Ｆ277‐0507

11/８㈯・９㈰

　日時　11月８日㈯・９日㈰10：00～16：00
　会場　高洲コミュニティセンター
　内容　日本舞踊、太鼓、カラオケ、生け花、書道、手芸、

ダンス、模擬店、フリーマーケット、ミニ電車など

第33回 高洲コミュニティまつり

子どもに大人気のミニ電車

　旧真砂第二小学校（美浜区真砂５）にある高
等特別支援学校、教育相談指導教室、日本語指
導通級教室の複合施設の愛称を募集します。
　募集期間　11月４日㈫～21日㈮
　応募方法　用紙（自由）に①愛称、②理由

を記入して、〒260‐8730千葉市教育
委員会企画課へ郵送。FAX、Eメール、
学校に設置された回収箱【下記】でも受
け付けます。無記名可。

　回収箱設置場所　真砂東小学校、真砂西小
学校、真砂中学校、高等特別支援学校

教育関係複合施設の愛称募集

問い合わせ	市教育委員会企画課
　☎245‐5911Ｆ245‐5988
　Ｅkikaku.EDG@city.chiba.lg.jp

　＊当日は、コミュニティセンター駐車場をまつりの会場として使用するため、車での来場はできません。

　美浜消防署では大規模な地震により火災が発
生したとの想定で消防演習を行います。皆さん
のご来場（見学）をお待ちしています。
　なお、当日は多数の消防車両が活動しますが、
火災とお間違えのないようご注意ください。
　また、近くにお住まいの皆さんには消防ヘリ
コプター飛来などの演習に伴う騒音により、ご
迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願
いします。

秋季消防演習

延焼防止のための一斉放水（演習）

問い合わせ　美浜消防署消防第二課　☎279‐0157　Ｆ279‐0450　Ｅshobo.MHF@city.chiba.lg.jp

　日時　11月14日㈮14：10～14：40（小雨決行、荒天時の場合は中止）
　会場　NTT幕張ビル（美浜区中瀬１‐６）
　＊駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮ください。

＊【上記】のほかにも、禁煙相談・歯科相談・禁煙チャレンジ相談・健康相談などを行っています。詳しくは、健康づくり係へお問い合わせください。

11/14㈮
開催


