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花見川区版

平成30年
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No.321 月

（男89,033人　女89,409人）
世帯数:80,125世帯
（平成30年11月1日現在）

人　口:178,442人　前月比170人増

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12月3日㈪から受け付け

区版編集 花見川区役所地域振興課 ☎043-275-6157 Ｆ043-275-6719花見川区役所 ☎043-275-6111（代表）〒262-8733 千葉市花見川区瑞穂1丁目1番地 千葉市　花見川区役所

畑コミュニティセンターの催し
①おはなし会
大きな絵本の読み聞かせや簡単な工作や
手遊びなど、親子で楽しめる会
です。

12月6日㈭10：30～11：30
就学前児と保護者
当日先着20組

②手作り石けん教室
オリーブオイルなどの自然素材で安全に
楽しく本格的な石けんを手作りします。

12月9日㈰・10日㈪10：00～12：00
各先着8人

③名画鑑賞会 ｢三十四丁目の奇蹟(1947年)｣
サンタクロースを題材にして、信じる事の
大切さを描いた心温まる作品です。

12月9日㈰10：00～12：00
当日先着30人

Ｍ②直接または電話で、畑コミュニティセ
ンター☎273-5454
Ｔ同センター☎前記Ｆ271-4894
12月3日㈪休館

幕張コミュニティセンターの催し
幕張落語会
年の瀬を笑って過ごす、楽しい落語会です。

12月8日㈯13：30～14：30
（開場13：00）

当日先着40人
Ｔ幕張コミュニティセンター
☎272-5001Ｆ271-5894

花見川保健福祉センター（花見川区瑞穂1-1）
Ｍ12月3日㈪9：00から電話で、花見川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  ☎275-6295　②健康づくり班  ☎275-6296　③こころと難病の相談班  ☎275-6297　Ｆ275-6298

千葉市　花見川区健康課

電
話
相
談
も
可

相
談
は
面
談
の
み

花見川区役所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
　花見川区地域振興課くらし安心室
　☎275-6213FＦ275-6799

くらし相談…日常生活での心配ごとなど
　月～木曜日 9：00～16：00
　金　曜　日 9：00～15：00
交通事故相談…損害賠償や示談など
　金　曜　日 9：00～16：00
行政相談…行政活動全般に関する相談
　12月4日㈫ 9：00～16：00

法律相談…金銭貸借・相続・離婚など
（裁判所で訴訟・調停中のものは不可）
　 月曜日（12月24日・31日を除く）、
　12月26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から�
1週間前の17：00までに電話で申
し込み。電子申請も可。

住宅相談…不動産売買・賃借など
　12月19日㈬ 10：00～15：00
　�12月5日㈬9：00から電話で申し
込み（先着8人）。

各種相談案内 無料

今月の区役所休日開庁日
12月9日㈰9：00～12：30

市民総合窓口課�☎275-6236
市 税 出 張 所�☎275-6293

主な
開庁窓口

　花見川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・会場 内容・対象者 定員 申込

相
談

栄養相談 12/6㈭・10㈪・18㈫・19㈬
9：30～15：30

離乳食や生活習慣病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除く。 各5人 ②

健康相談 12/10㈪・20㈭
10：00～14：30

生活習慣病予防や健診結果の見方、禁煙、介護予防などについて、保
健師が相談に応じます。希望者には身体機能測定を実施します。 各3人 ②

精神保健福祉相談 12/11㈫10：00～12：00
   21㈮14：00～16：00

憂うつ・眠れない・不安・引きこもっている・イライラなど、こころの健
康でお悩みの方または家族を対象に、精神科医による相談。 各3人 ③

歯科衛生士による 
Ⓐ成人歯科相談　 
Ⓑこどもの歯科相談

12/17㈪10：00～15：00
Ⓐ�歯周病予防など歯の健康について相談できます。希望者には口臭
測定を行います。
Ⓑ�乳幼児の歯みがき、虫歯予防について相談できます。

Ⓐ5人
Ⓑ10人 ②

教
室

歯っぴー健口教室
12/18・25、 1/8・22の火曜
日10：00～12：00
全4回

お口の体操や歯磨きなどについて学び、楽しく実践します。65歳以
上の方（特に、むせや口の渇きのある方にお勧めです）。 15人 ②

母乳クラス 12/21㈮10：00～12：00 妊娠中の方とパートナー（子どもの同伴不可）。母乳について助産師
による講義と実技を行います。当日直接会場へ（問い合わせ先①）

講
演
会

臨床心理士講演会
「幼児の知っておきたい
心とからだ」

12/19㈬10：00～12：00 4～6歳児の心とからだの発達の特徴、関わり方のポイントについて
の講演。4～6歳児を子育て中の方。託児あり（先着10人）。 20人 ①

花見川区役所で毎月開催
朝市＆花カフェ

日　時　12月9日㈰8：30～11：00
　　　　＊売り切れ次第終了
会　場　花見川区役所前広場
Ｔ花見川区地域振興課地域づくり支援室

　 ☎275-6203�Ｆ275-6799

　いよいよ冬を迎えますが今回は、一年中楽しむこ
とができるこてはし温水プールをご紹介します。ぜ
ひ、ご家族でご利用ください。

屋内スポーツで汗を流そう♪スポーツ室・トレーニング室
　寒い冬の日や雨の日でも運動できるスポーツ室・トレーニン
グ室があります。
◦�スポーツ室（曜日により利用できる種目が変わります）
　�卓球（4台）　利用日：月・水・木・土・日曜

打ち合わせやレクリエーションに♪ホー
ル・研修室・会議室
　地域の会合、子供会や学校の行事など、
さまざまな用途に利用できます。収容人数
90人の多目的ホールから収容人数約40人
の会議室、収容人数約15人の多目的室や
和室の研修室などがあります。

子どもから大人まで楽しみ方はいろいろ♪冬でも屋内温水プールなら快適
にスイミンGoo
　天井がガラス張りで、日差しを感じる開放的な屋内温水プールです。
　25mプール5コース（深さ1.1～1.3m、スイミングキャップ必着）、流水プー
ル（全長80m、深さ1.0m）、子供用プール（深さ0.8m）、徒渉プール（深さ
0.3m、こども用滑り台あり）、ジャグジープール、採暖室などがあります。ス
イミングに限らず泳げない方もウオーキング、水遊びなど、目的に合わせて
子どもから高齢者まで楽しめます。年間を通して水温は30℃に設定しており、
冬でも寒さを感じずに快適にプールを楽しめます。

利用時間
　9：00～21：00
　休館日：�毎月第3月曜日、12月30日～1月1日
＊�12月29日、1月2日～3日は17：00までとな
ります。

　�祝日などの関係で変更になる場合があり
ます。また、例年、1月末から2月中旬にか
けては保守点検などのため休館します。

Ｔ こてはし温水プール（花見川区三角町750）�
☎216-0090�Ｆ216-0093

利用料金
プール

区　分 一　般 中・高校生 小学生以下 65歳以上
基本料金（2時間以内） 300円 200円 100円 240円
超過（1時間につき） 150円 100円 50円 150円

スポーツ室　
区　分 一　般 中・高校生 小学生以下 65歳以上

基本料金（2時間以内） 220円 100円 70円 180円
超過（1時間につき） 110円 50円 35円 110円

トレーニング室
区　分 一　般 高校生 65歳以上

基本料金（3時間以内） 220円 100円 180円
超過（1時間につき） 110円 50円 110円

＊65歳以上料金は市内在住の方対象。
＊お得な回数券・定期券もあります。料金はお問い合わせください。
＊�ホール・研修室・会議室の利用料金は、部屋や時間帯によって異なりますので、詳し
くは こてはしおんすい　

こてはし温水プール
冬も元気にプールで泳ごう！

　コミュニティセンターでクリスマスコンサートを開催
します。年の瀬にすてきな思い出を作りませんか。

　幕張クリスマスコンサート
　子どもから大人まで楽しめるクリスマスの楽曲を幕張西中
学校吹奏楽部、千葉吹奏楽団による演奏でお楽しみください。
日　時　12月9日㈰13：00～15：30
会　場　幕張コミュニティセンター
定　員　当日先着100人
Ｔ幕張コミュニティセンター�☎272-5001FＦ271-5894

　畑クリスマスコンサート
　石井和宏とサウンドブリーズによるジャズ、
ポピュラー、民謡をお楽しみください。
日　時　12月16日㈰14：00～15：30
会　場　畑コミュニティセンター
定　員　当日先着80人
Ｔ畑コミュニティセンター
☎273-5454FＦ271-4894

クリスマスコンサート

　バドミントン（1面）　利用日：火・金曜
◦トレーニング室
　�ランニングマシン3台、フィットネス

バイク3台、ウェイトマシン5種など
を設置しています。

＊�屋内用シューズ持参。スポーツ室は
2時間ごとの予約制。


