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市民ギャラリー・いなげ

平成30年
2018年

No.321 月

（男80,598人　女81,006人）
世帯数:73,885世帯
（平成30年11月1日現在）

人　口:161,604人　前月比146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 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

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
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）
Ｍ12月3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

健
診乳幼児健康診査

対象児のいる家庭に送付
する健康診査票でご確認
ください。

各健康診査に要する時間は、受付終了後１時間30分～２時間位です。
４か月児健康診査は、結核予防のためのBCG接種を併せて行います。
４か月児健康診査＝４・５カ月、１歳６か月児健康診査＝１歳６・７カ月、3歳児
健康診査＝3歳５～７カ月が対象です。

相
談

栄養相談　 １２/3㈪・１４㈮・１７㈪・２５㈫、
１/７㈪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、食事についての個別相
談。特定保健指導を受けている方は除く。 各４人 ②

禁煙相談・健康相談 １２/４㈫・１４㈮・２１㈮・２５㈫、
１/７㈪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。禁煙相談の方は、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

成人歯科相談 １２/６㈭・２0㈭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個別相談。口臭測
定もできます。対象＝成人。 各４人 ②

乳幼児歯科相談 １２/２0㈭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
ての個別相談。 １５組 ②

精神保健福祉相談 １２/２１㈮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その家族。 3人 ③

教
室

ぴーなっつくらぶ １２/６㈭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 １/9～２3の水曜日
9：30～１２：00　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=５月頃までに初めて出産を迎える方およびパートナーの方。
持ち物＝母子健康手帳、筆記用具。

30人 ①

母乳教室 １/30㈬9：30～１１：30
助産師による母乳育児についての講義と実技。
対象=区内在住の妊娠中の方（こどもの同伴不可）。
持ち物＝母子健康手帳、飲み物。

２0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。

　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　12月9日㈰8：45～10：30
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

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

①ピアチェーレ　ロビーコンサート
１２月１0日㈪１２：00～１２：５0
稲毛区役所１階市民ロビー

②社交ダンス交流会
１２月１５日㈯１４：00～１６：00
先着７0人　 ５00円

③クリスマスリース教室
１２月１６日㈰１0：00～１２:00
先着２0人　 ２,000円

④いなげ穴川寄席
１２月１６日㈰１４：00～１６：00
当日先着７0人　 300円

Ｍ①④当日直接会場へ。②③申込用紙に料
金を添えて穴川コミュニティセンターへ。
Ｔ同センター☎２8４-６１５５ Ｆ２8４-６１５６

①第4回 みんなで歌おう♪
フォークソングのロビーコンサート

１２月9日㈰１４：00～１５：１５
当日先着30人

②キッズのクリスマスリースパンづくり
１２月１６日㈰１0：00～１２：30
先着１0人　 ２,000円

③ハワイアン&フラダンス★
常夏のクリスマスコンサート

１２月２3日㈷１４：00～１６：00
当日先着１７４人

④長沼シネマ～綾小路きみまろ
爆笑エキサイトライブビデオ集～

１月１3日㈰１４：00～１５：00
当日先着30人

Ｍ①③④当日直接会場へ。②直接または電
話で長沼コミュニティセンター☎２５７-６７3１
へ。
Ｔ同センター☎前記 Ｆ２５７-６７3２

　稲毛区役所では、お昼休みの時間に定期的にミニコンサート
を実施しています。12月はクリスマススペシャル回もあります
ので、皆さんお誘いあわせの上、ぜひお越しください！

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 ☎284-6105 Ｆ284-6149

日　時　12月14日㈮12：10～12：50
出演者　久松響子さん（クラリネット）
曲　目　アヴェ・マリア　誰も寝てはならぬ　他

～クリスマススペシャル（弦楽四重奏）～
日　時　12月21日㈮12：10～12：50
出演者　加藤玲名さん（バイオリン）
　　　　三上　亮さん（バイオリン）
　　　　秋元理恵さん（ビオラ）
　　　　金山彩子さん（チェロ）
曲　目　アイネ クライネ ナハトムジーク
　　　　クリスマスキャロル　他

　楽しみながらお口の働きを良くす
る教室を開催します。
　特にむせや口の渇きがある方にお
すすめです。ぜひ、ご参加ください。

会　　場　稲毛保健福祉センター２階
対　　象　区内在住の65歳以上の方
定　　員　先着20人
申込方法　電話で、稲毛保健福祉センター健康課へ
Ｔ稲毛保健福祉センター健康課 ☎284-6494 Ｆ284-6496

日程（全4回） 時間 内容

１月１8日㈮

１0：00～
１２：00　

お口の健康度チェック・
噛む力測定・お口の健康
についての話など

２５日㈮
音楽療法士による歌を歌
ってお口の健康度アップ
など

２月１日㈮ お口のお手入れの実習・簡
単な脳トレ体操など

１５日㈮ 吹き矢ゲーム・お口の健康
度最終チェックなど

歯
は

っぴー健
けん

口
こう

教室

第32回

第33回

ランチタイムコンサートを開催します！！ 参加者募集

　昨年、区内では千葉北署管轄
圏内だけで500件を超える犯罪

が発生しています。その中でも自転車の盗難が半分以上を占め
ています。防犯登録をして、少しでも自転車から離れるときは
必ず鍵をかけるようにしましょう。ツーロック（鍵を二個かけ
る）も盗難対策に有効と言われています。

　犯罪を未然に防ぐためには、自分自身で気を付けることも大
事ですが、地域の方が一体となって、犯罪が起こりにくい街に
していくことがとても重要です！

　市では、日頃のウオーキングや朝夕の犬の散歩などと兼ねて、
防犯グッズを身につけて地域を歩く防犯ウオーキングボランテ
ィアを随時募集しています。気軽にできるボランティア活動で
すので、ご登録をお願いします。

　対　　象　 区内在住・在勤・在学の18歳以上で、原則として週
1回以上活動出来る方

　申込方法　 稲毛区役所地域振興課2階くらし安心室で申込書
を記入してください。

Ｔ稲毛区地域振興課くらし安心室 ☎284-6107 Ｆ284-6189

1

～稲毛区の犯罪発生状況～ ～犯罪が起こりにくい街をつくろう～

防犯意識を高めよう！

～お申込時に帽子またはネッカチーフをお渡しします～

犯罪を目撃した
場合は、直ちに
警察に通報して
ください。

犯罪発生状況の内訳（平成29年1月1日～12月31日）

自転車盗難
（56%）

車上ねらい（11%）
バイク盗難（7%）
空き巣（6%）

その他（20%）

〈介護予防教室〉

電
話
相
談
も
可

相
談
は
面
談
の
み

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
　12月4日㈫ 9：00～16：00

法律相談…相続・離婚・訴訟など
　金曜日・12月25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
　12月18日㈫　10：00～15：00
　12月4日㈫9：00から電話で予約
　（先着8人）

各種相談案内 無料


