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緑保健福祉センター（緑区鎌取町226-1）
Ｍ2月1日㈮9：00から電話で、緑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すこやか親子班  ☎292-2620　健康づくり班  ☎292-2630　こころと難病の相談班  ☎292-5066　Ｆ292-1804

千葉市　緑区健康課

　緑保健福祉センター健康課では、健康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。

相談・教室 日　　時 対象者・定員 内　　容

始めよう！健康ウオーク
Ｔ健康づくり班

2/5㈫
10：00～12：00

4キロメートル程度を歩くことが
でき、運動制限のない方
定員＝25人

集合・解散場所＝緑区役所前広場。料金＝50円
おゆみ野四季のみちを歩きます。ウオーキングが初め
ての方におすすめです。

精神保健福祉相談
Ｔこころと難病の相談班

2/12㈫・13㈬
14：00～16：00

心の健康でお悩みの方と家族
定員＝各3人

憂うつ・眠れない・不安・ひきこもりなどの悩みについ
ての専門医による個別相談

食の実践教室～女性のた
めの健康クッキング～
Ｔ健康づくり班

2/26㈫
10：00～14：00

区内在住の方
定員＝20人

管理栄養士と食生活改善推進員による、女性がかかり
やすい生活習慣病予防のための、食事の話と調理実習。
料金＝500円　申込期限＝2月15日㈮

母親＆父親学級
Ｔすこやか親子班

2/27㈬、 3/4㈪・11㈪
9：30～12：00
全3回

8月ごろまでに出産する方とパー
トナー
＊対象月でない方は要相談

友達づくりを中心に妊娠や出産・育児についての学習
や実習。持ち物＝母子健康手帳、飲み物、歯ブラシ、
筆記用具。4日は動きやすい服装で。当日直接会場へ。

ちばしいきいき体操体験
プログラム
Ｔ健康づくり班

3/1㈮
13：30～15：30

おおむね65歳以上で、地域で運動
の輪を広げたい方
定員＝25人

足腰に自信がない方も気軽に参加出来る、ちばしいき
いき体操を体験し、筋力向上効果を目指します。

離乳食教室
Ｔ健康づくり班

3/8㈮
13：00～15：00

6～8カ月の第1子を持つ方
定員＝25人

離乳食の具体的な進め方と、離乳食の作り方のデモン
ストレーション・試食。
料金＝200円　申込期限＝3月1日㈮

母乳教室
Ｔすこやか親子班

3/18㈪
10：00～12：00

妊娠中の方
定員＝30人 助産師による母乳育児を楽しむための教室

各 種 相 談 案 内

相談はすべて無料。
緑区役所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　緑区地域振興課
　☎292-8106 FＦ292-8159

電
話
相
談
も
可

相
談
は
面
談
の
み

法律相談…金銭賃借・相続・離婚など
　水曜日、2月25日㈪
 13：00～16：00
　 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。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18日㈪ 10：00～15：00
　 2月4日㈪9：00から電話で受付
（先着8人）。

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… 損害賠償や示談の進

め方
　火　曜　日  9：00～16：00
　木　曜　日  9：00～15：00
＊ 上記相談で面談をご希望の方は、

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
　2月4日㈪ 9：00～16：00

土気あすみが丘
プラザ開館と利用
申し込みのご案内

　土気からし菜は、戦国時代に土気地区（旧土気町）と周辺
に勢力を有していた土気酒井氏の城跡、土気城跡を中心とす
る集落一帯で、300年以上前から農家が種を守り、栽培を続
けてきた貴重な伝統野菜です。
　からし菜は、高菜や野沢菜とも親戚関係にあるアブラナ科
の菜っぱで、ピリッとした辛みが特徴です。晩秋に種をまき、
2月中旬ごろから3月中旬までに収穫します。
　土気地区は、温暖な下総台地の中でも比較的標高が高く、
寒暖の差が厳しい風土で育つからし菜は、特に辛みが強いと
言われてきました。
　また、森林に囲まれた地形などの環境により他のアブラナ
科の植物と交雑しづらく、性質が今日まで守られてきたと考
えられます。この貴重な土気からし菜を守るため地元農家に
よる生産はもちろん、食べ方を伝える活動も始まっています。

土気地区の伝統野菜

土気からし菜
ご存知
ですか？

　3月1日㈮から全国展開される春の火災予防運動の一環として、緑消
防署消防フェアを開催します。
日時　2月24日㈰10：00～12：00
　　　＊ 雨天時は、屋外でのはしご車体験および車両展示は中止
会場　 ①鎌取コミュニティセンター1階体育館、②緑消防署
内容　①・ 消防音楽隊コンサート
　　　　・MAKUHARIミルキートワラーズによるバトン演技
　　　　・ 千葉明徳中学校、高等学校チアリーディング部HOPPERSに

よる演技
　　　　・ ちびっこ防火服体験　・住宅防火相談　・バルーンアート

　新鮮な土気からし菜や漬物は直売所などで購入できます。
漬物教室については、【18面】をご覧ください。
土気　からし菜　
Ｔ農政課 ☎245-5758 Ｆ245-5884

漬物は昔からの早春の味 大人気！農家直伝の漬物教室

　4か月児健康診査の際、受診する子どもと保護
者向けに、絵本の読み聞かせを行う、えほんボ
ランティアの養成講座を開催します。
日　　時　①2月27日㈬10：00～12：00
　　　　　②3月7日㈭13：00～15：00　全2回
会　　場　①緑図書館　②緑保健福祉センター
定　　員　先着10人
＊ 受講後、ボランティア登録をしていただきます。
申込方法　電話で、緑保健福祉センター健康課へ
Ｔ緑保健福祉センター健康課 ☎292-2620 Ｆ292-1804

えほんボランティア養成講座

　大規模改修工事のため休館中の土気あ
すみが丘プラザ（複合施設である緑図書
館あすみが丘分館含む）を4月下旬に再
開します。再開日は決定し次第、土気あ
すみが丘プラザ・緑区・市図書館のホーム
ページでお知らせします。利用申し込み
は、次のとおり受け付けます。
開館予定　 4月下旬
申込方法　

注意事項　 団体利用する場合は事前登録
が必要ですので、施設にお問
い合わせください。

　詳しくは、 土気あすみが丘プラザ　
Ｔ�土気あすみが丘プラザ仮事務所（土気

町1583-10高橋ビルA号室）
　☎295-0301 Ｆ295-0350

主な
開庁窓口

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 ☎292-8109
市 税 出 張 所 ☎292-8124

3月は、10日㈰・24日㈰です。

②・ はしご車体験コーナー（当日9：30から抽選
で15組）＊ おおむね3歳以上の方が対象

　・消防車の展示など
Ｔ緑消防署予防課 ☎292-6147 Ｆ292-6279

　犯罪の抑止には地域の目が有効です。
　安全で安心なまちづくりを目指して、町内自治会やPTAな
ど地域の皆さんで、防犯パトロール隊を結成してみません
か？個人単位でできる防犯ウオーキングボランティアの受付
も、随時行っています。　

　区では防犯パトロール隊を結成し、
活動している団体に、パトロールベス
トやタスキ、腕章など活動に必要な物
品を配布しています。また、防犯ウオ
ーキングボランティアの登録者には、帽子とエコバック
を配布しています。
　詳しくはお問い合わせください。

Ｔ緑区役所地域振興課くらし安心室
　☎292-8107 Ｆ292-8159

防犯パトロールを行いませんか
～安全で安心なまちづくりを目指して～

抽　選
3月1日㈮～

10日㈰
一般(先着)

3月11日㈪～

4月分 なし

◦ ホームペー
ジ内施設予
約システム

◦ 申込用紙を
FAX

◦ 電話
　(10：00～
　17：00)

5月分

◦ ホームページ
内施設予約シ
ステム

◦ 申込用紙を
FAX、または
直接土気あす
みが丘プラザ
仮事務所窓口
(10：00～
17：00）へ

緑消防署消防フェア2/24㈰
開催 


