
ちば市政だより

稲 毛 区 版
市民ギャラリー・いなげ

平成31年
2019年

No.323 月

（男80,505人　女81,009人）
世帯数:73,871世帯
（平成31年1月1日現在）

人　口:161,514人　前月比74人減

記号の見方、申込時に記載する必要事項は【15面】参照　特に記載のないものは2月1日㈮から受け付け 古紙配合率100％再生
紙を使用しています

区版編集 稲毛区役所地域振興課 ☎043-284-6102 Ｆ043-284-6149稲毛区役所 ☎043-284-6111（代表）〒263-8733 千葉市稲毛区穴川4丁目12番1号 千葉市　稲毛区役所

読み聞かせボランティア講座

消防フェア いなげ2019

今月の区役所休日開庁日
2月10日㈰9：00～12：30

市民総合窓口課
市 税 出 張 所

主な
開庁窓口

稲毛保健福祉センター（稲毛区穴川4-12-4）
Ｍ2月1日㈮9：00から電話で、稲毛保健福祉センター健康課各班へ

特に記載のないものは予約制（当日受付不可）
詳しくは

Ｔ ①すこやか親子班  ☎284-6493　②健康づくり班  ☎284-6494　③こころと難病の相談班  ☎284-6495　Ｆ284-6496

千葉市　稲毛区健康課

相談・教室など 日時・会場 内容・対象など 定員 申込

個
別
相
談

栄養相談　 2/4㈪・13㈬・20㈬・25㈪、
3/4㈪9：30～15：00

管理栄養士による離乳食や生活習慣病予防など食事についての相談。
特定保健指導を受けている方は除く。 各4人 ②

成人歯科相談 2/7㈭・25㈪9：30～15：00 歯科衛生士による歯周病予防など歯の健康についての相談。
口臭測定もできます。 各4人 ②

禁煙相談・健康相談 2/7㈭・13㈬・20㈬・25㈪
10：00～15：30

保健師などによる禁煙の取り組み方や生活習慣病予防、健診結果の見方など
についての個別相談。禁煙相談では、尿中ニコチン代謝濃度や呼気中の一酸
化炭素濃度の測定もできます。

各4人 ②

精神保健福祉相談 2/22㈮15：10～17：10
精神科医による個別相談。
対象＝憂うつ・眠れない・不安・ひきこもりなど、心の健康でお悩みの方また
は家族。

3人 ③

乳幼児歯科相談 2/25㈪9：20 ～15：00 歯科衛生士による仕上げみがきの方法や虫歯予防など歯の健康についての相談。 15組 ②

女性の健康相談 3/6㈬10：00～12：00 助産師によるライフサイクルに伴う女性の心と体の不調などについての個
別相談。 2人 ②

教
室

ぴーなっつくらぶ 2/15㈮10：00～11：30 日ごろの思いや悩みを話し合う交流の場です。
対象=双子、三つ子と保護者（妊娠中も可)。 無 不要

母親＆父親学級 2/27㈬、3/6㈬・12㈫
13：30～16：00　全3回

妊娠や出産・育児についての学習や実習を行います。
対象=7月ごろまでに出産を迎える方およびパートナー。
持ち物＝母子健康手帳、筆記用具。

30人 ①

穴川コミュニティセンター

　稲毛保健福祉センター健康課では、健康や栄養に関する相談や教室などを
開催しています。参加する際は、体調を確認の上、お越しください。

稲毛区健康づくりスローガン 歩け稲毛あなたのいっぽ！
健康のために、あなたのいっぽ、踏みだしてみませんか？

長沼コミュニティセンター

各 種 相 談 案 内

電
話
相
談
も
可

相
談
は
面
談
の
み

相談はすべて無料。
稲毛区役所２階市民相談室で行います。
12：00～13：00は相談を行いません。

申込先・問い合わせ　稲毛区地域振興課
　☎284-6106 Ｆ284-6189

くらし相談…日常生活上の心配ごと
　月～木曜日 9：00～16：00
　金　曜　日 9：00～15：00
交通事故相談…損害賠償や示談
　水　曜　日 9：00～16：00
＊ 上記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…行政活動全般に関する相談
　2月5日㈫ 9：00～16：00

法律相談…相続・離婚・訴訟など
　金曜日・2月26日㈫ 13：00～16：00
　定員＝各8人(多数の場合抽選)
 　相談日の2週間前の9：00～1週間
　前の17：00に電話。電子申請も可。
　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
　2月19日㈫　10：00～15：00
　2月5日㈫9：00から電話で予約
　（先着8人）

①手作りパン教室
2月15日㈮10：00～12：00
先着10人　 1,500円

②フラワーアレンジメント教室
～ウエディングブーケ作り～

2月17日㈰10：00～12：00
先着20人　 2,000円

③いなげ穴川寄席
2月17日㈰14：00～16：00
当日先着70人　 300円

Ｍ①②申込用紙に料金を添えて直接穴川コ
ミュニティセンターへ
Ｔ同センター☎284-6155 Ｆ284-6156

①嵯峨御流生け花展
～ホップ！ステップ♪スプリング★～

2月9日㈯～11日㈷
②キッズのソーセージパンづくり

2月17日㈰10：00～12：30
4歳以上の方（小学生以下は保護者同伴）
先着10人　 2,000円

③親子でわくわく♪リトミック
2月19日㈫10：00～11：30
1歳以上の子どもと保護者
先着15組

Ｍ②③直接または電話で、長沼コミュニテ
ィセンター
Ｔ同センター☎257-6731Ｆ257-6732

日　　時　2月27日㈬10：00～12：00
会　　場　 稲毛保健福祉センターボランティア活動室2
内　　容　講義・実技（読み聞かせ）
対　　象　区内在住・在勤・在学の方
定　　員　先着20人
申込方法　 電話で、市社会福祉協議会稲毛区ボランティアセンターへ
備　　考　 本講座は、ちばシティポイント（ちばポ）のポイント対象事業です。
Ｔ市社会福祉協議会稲毛区ボランティアセンター ☎284-6160 Ｆ290-8318

　子どもたちや高齢者への地域活動として「読み聞かせ」を学んでみませんか。

　「忘れてない？ サイフにスマホに火の確認」を防火標語に、3月1日㈮から7日㈭まで
春の火災予防運動を実施します。稲毛消防署では、市民の皆さんと消防のふれあいの場
として、消防フェアを開催します。ぜひお越しください。

Ｔ稲毛消防署予防課 ☎284-5144 Ｆ284-5175

　千葉大学教育学部附属特別支援学校の生徒たちがスポーツイベントを
企画！パラスポーツの体験や、東京五輪音頭－2020－を踊るほか、参
加していただいた方に手作りの記念品を贈呈し、地域の皆様を「お・も・
て・な・し」します。
日　時　2月21日㈭10：00～12：00
会　場　長沼コミュ二ティセンター1階多目的室
定　員　当日先着60人
Ｔ長沼コミュニティセンター ☎257-6731 Ｆ257-6732
　または稲毛区地域振興課地域づくり支援室 ☎284-6105 Ｆ284-6149

　パラスポーツ競技用具を無料で貸し出ししている施設の
一部を紹介します。詳しくは 千葉市　パラスポーツ用具　

　稲毛区役所では、お昼休みに定期的
にミニコンサートを開催しています。
　今回はヤトガ（モンゴル筝）奏者の
中西史子さんが青い衣の少女やヘルレ
ン川の仔馬を演奏します。
　皆さんお誘いあわせの
上、ぜひお越しください。
日　時　2月8日㈮12：10～12：50
会　場　稲毛区役所１階市民ロビー
定　員　当日先着100人（立ち見可）
※駐車場に限りがありますので、公共
交通機関をご利用ください。
Ｔ稲毛区地域振興課地域づくり支援室
　☎284-6105 Ｆ284-6149

　市内産の野菜などを販売します。
数に限りがありますので、お早めに
お越しください。
日　時　2月10日㈰8：45～10：30
＊原則毎月第2日曜日に開催
会　場　稲毛区役所1階市民ロビー
Ｔ農政課 ☎245-5758 Ｆ245-5884

を開催
区 役 所 朝 市新鮮な

野菜が
いっぱい！

東京2020大会まであと1年！パラスポーツをもっと楽しもう！

第36回稲毛区役所

ランチタイム
コンサート

3月は、10日㈰・24日㈰です。

パラスポーツ体験会2019 パラスポーツ競技用具を貸し出しています

貸出場所 競技名 用具

千葉ポート
アリーナ
☎241-0006

① シッティング
　バレーボール

①ポール、ネット

②ゴールボール ②ゴールなど
③ボッチャ ③簡易コートなど
④ 車いすバスケット

ボール
④競技用車いす
　（子供用有）

宮野木スポーツ
センター体育館
☎258-9690

車いすバスケット 
ボール 競技用車いす

千 葉 県 障 害 者 
スポーツ・レク
リエーションセ
ンター
☎253-6111

①ゴールボール ①ボール
②車いすテニス ②競技用車いす
③陸上競技 ③レーサー
④ボッチャ ④簡易コートなど
⑤ フライング
　ディスク

⑤ ディスク、ゴール

⑥ 車いすバスケット
ボール

⑥競技用車いす
千葉大学教育学部附属小学校で実施した
ボッチャ体験

同附属特別支援学校生徒による
車いすバスケットボールの体験

3月は
お休みです。

日　時　2月24日㈰10：00～11：30　＊雨天一部中止
会　場　フレスポ稲毛イーストモール(長沼原町731-17）
内　容　◦消防車両展示　　◦消防服を着てなりきり消防士
　　　　◦煙体験ハウス　　◦住宅防火相談コーナー　など
　　　　（内容については一部変更となる場合があります）


