
啓発標語優秀作品決定 !!

花見川 糖尿病０
ゼ ロ

プロジェクト推進中 !

　糖尿病予防の標語募集にたくさんのご応募、ありがとうござい
ました。
　糖尿病は適切な生活習慣を身につけることで予防できます。啓
発標語を参考に、みんなで健康なまち花見川を目指しましょう !

Ｔ花見川保健福祉センター健康課 ☎275-6296 Ｆ275-6298

2019年度　花見川糖尿病０プロジェクト啓発標語優秀作品
部門 最優秀作品 受賞者

最
優
秀
賞

小学校
低学年

エレベーター　のらずにかいだん
のぼりおり

鈴木惟哉さん
(西の谷小1年)

小学校
高学年

ゲームより　外で元気に　
遊びます

髙田汐音さん
(犢橋小5年)

一般 よくかんで　ゆっくり食べるも　
予防法 鈴木絵美さん

優
秀
賞

小学校
低学年

あるくほど　みらいのじぶん　
けんこうに

松岡柊我さん
(さつきが丘東小2年)

小学校
高学年 毎日の　食事に緑を　増やそうよ 三宅琴葉さん

(柏井小5年)
一般 だし取れば　減塩健康　旨味増す 露﨑由紀恵さん

古紙配合率100％再生
紙を使用しています

ちば市政だより

花見川区版

令和2年
2020年

No.335 月

（男89,021人　女89,575人）
世帯数:81,342世帯
（2020年1月1日現在）

人　口:178,596人　前月比70人減

記号の見方、申込時に記載する必要事項は【16面】参照　特に記載のないものは2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

幕張コミュニティセンターの催し
サークル発表会
ダンス、バトン、演奏、日舞などを幕張コ
ミュニティセンター所属サークルが発表し
ます。

2月22日㈯10：00～16：30
備考当日直接会場へ
Ｔ幕張コミュニティーセンター 　
　☎272-5001 Ｆ271-5894

花見川保健福祉センター（花見川区瑞穂1-1）
Ｍ2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
　2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（2月24日は除く）、
　2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
　2月19日㈬ 10：00～15：00
　 2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

　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 内容・対象など 定員 申込

相
談

栄養相談 2/5㈬･14㈮･18㈫・26㈬
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

精神保健福祉相談 2/10㈪10：00～12：00
28㈮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
でお悩みの方や家族を対象に、精神科医による相談を行います。 各3人 ③

Ⓐ成人歯科相談
Ⓑこどもの歯科相談 2/18㈫9：30～15：00 Ⓐ歯周病予防など歯の健康について歯科衛生士に相談できます。

Ⓑ乳幼児の歯みがき、虫歯予防について歯科衛生士に相談できます。
Ⓐ 5人
Ⓑ10人 ②

女性のための健康相談 3/2㈪10：00～12：00 女性ホルモンの乱れによる不調や悩みを助産師に相談できます。 2人 ②

教
室

母親＆父親学級 2/12㈬･19㈬･26㈬
9：30～12：00　全3回

6～7月に出産を迎える方とパートナー（子どもの同伴不可）。対象月で
はない方も参加できます。当日直接会場へ（問い合わせ先①）

母乳クラス 3/4㈬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

心理士講演会
「子どもの心を育てる上
手なほめ方・叱り方」

2/13㈭10：00～12：00
2～3歳前後の子どもを子育て中の保護者。子どもの年齢に応じた発達や
関わり方のポイントをお話しします。初めての方優先。託児あり（定員
＝先着10人）。

30人 ①

今月の区役所休日開庁日
2月9日㈰9：00～12：30

日　時　2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

花見川区役所で毎月開催
（8月を除く）

朝市＆花カフェ

日時　 3月19日㈭21：15～
　　　　　21日㈯20：00（2泊3日）
場所　 会津高原たかつえスキー場
　　　（福島県南会津郡南会津町）
対象　区内在住・在勤の中学生以上の方
定員　先着30人
料金　 33,000円（学生は32,000円。交

通費、宿泊費、食事代（朝2食夕1
食）、講習料、保険料を含む）。参
加決定後の取り消しは、キャンセ
ル料がかかります。

備考　 JR津田沼駅発着。
　　　 希望者には級別テストを実施しま

す。
Ｍ 3月5日㈭必着。Eメールで、必要事項

のほか、生年月日、レンタルスキー・ス
キー靴・ウエア希望の有無（希望の場
合、身長、靴・ウエアのサイズ）を明記
して、Ｅhiroki-kiri@dk.pdx.ne.jpへ。
FAXも可。

Ｔ市スキー協会・桐ケ谷さん
　☎070-5450-8878
　Ｆ050-5803-9672

花見川区民スキー教室2020消防フェアはなみがわ

2020年国勢調査の調査員を
募集します！

参加者募集 旧検見川無線送信所の利活用に関するワークショップ

　花見川消防署では、3月1日から7日まで実施される春の火災予防運動に先駆
け、消防フェアを開催します。
　ちびっ子防火服を着用しての記念撮影やスタンプラリーなど、子どもも楽し
めるほか、地震体験や消火体験など、親子で学べ
る内容となっていますので、ぜひ皆さんお誘い合
わせの上、お越しください。
日　時　2月22日㈯10：00～12：00
会　場　 イトーヨーカドー幕張店平面駐車場
　　　　（花見川区幕張町4-417-25）

　国勢調査は、日本に住んでいるすべての人を対象に行う、
国の統計調査です。その調査を行う調査員を募集していま
す。未経験の方でも大歓迎です。お気軽にご連絡くださ
い。

業務内容　 担当する調査地域の世帯を訪問し、統計調査の
趣旨などについて説明して、調査票の記入の依
頼や回収などを行います。

　　　　　 詳しい業務内容については、8月に実施予定の
調査員説明会で説明します。

調査期間　 8月上旬～10月下旬（予定）
募集対象　 20歳以上で、屋外での調査活動に支障のない方
備　　考　 申込方法など詳しくは、ホームページをご覧い

ただくか、お問い合わせください。
　　　　　 千葉市　統計調査員　

Ｔ花見川区地域振興課選挙統計班 
　☎275-6191 Ｆ275-6719

日　　時　3月8日㈰11：00～17：00
会　　場　旧検見川無線送信所（花見川区検見川町5丁目2259）
対　　象　区内在住、在勤、在学の方　　定　　員　25名
申込方法　 2月15日㈯必着。応募用紙（花見川区地域振興課で配布。市

ホームページからダウンロードも可）を〒260-0045中央区
弁天2-20-20㈱拓匠開発「ワークショップ受付係」へ。FAX、Eメールも可。詳しくは、旧検見川無線送信所ワークショップ　

　日本最初の国際放送や標準電波の発射など、無線通信史上数多くの業
績を残した旧検見川無線送信所の今後の利活用について、街づくりの専
門家を交えて考えます。

Ｔ花見川消防署予防課 ☎259-2571 Ｆ259-2946

① 車両展示　　　　　② 消火器体験　　　　　③ ちびっ子防火服の着用体験　　④ 地震および煙体験
⑤ ガスの安全相談　　⑥ 住まいの耐震相談　　⑦ 防火相談　　　＊ 雨天時は、③⑦のみを店内で実施します。内　容

Ｔ㈱拓匠開発 ☎309-2011 Ｆ309-2022 Ｅkemigawa@takusho.co.jp

竣工時の写真 現在の写真


