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人　口:211,128人　前月比65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7月1日㈪から受け付け 古紙配合率100％再生
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区版編集 中央区役所地域振興課 ☎043-221-2102 Ｆ043-221-2159中央区役所 ☎043-221-2111（代表）〒260-8733 千葉市中央区中央4丁目5番1号（きぼーる11階） 千葉市　中央区役所

　中央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。

各種相談案内

電
話
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談
も
可

相
談
は
面
談
の
み

相談はすべて無料。 
中央区役所（きぼーる11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　中央区地域振興課
　☎221-2106 FＦ221-2179

くらし相談…日常生活上の心配ごと
　月～水・金曜日� 9：00～16：00
　木　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� 9：00～15：00
　金　曜　日� 9：00～16：00
＊ 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
　7月1日㈪� 9：00～16：00

法律相談…金銭賃借・相続・離婚など
　木曜日、7月22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。

　＊ 裁判所で訴訟・調停中のものは
不可。

蘇我コミュニティセンターの催し
料理教室
中華料理の猫耳（マオアール）を粉からこ
ねて作ります。

７月19日㈮10：00～13：00
先着24人
1,500円
エプロン・三角巾・布巾2枚

プログラミングロボを作ろう！
パソコンを使わずに命令を与えられるロボ
ットを作ります。上手に動かして競争しま
しょう。

８月3日㈯10：00～12：30　
小学1～4年生
24人
1,500円（材料費）

みんなでそろばん♪体験会
集中力や記憶力UPも
期待できるそろばん。
昔はじいていた方や初
めての方もお気軽に。

８月11日㈰10：00～11：30
小学生以上の方
先着16人
500円
そろばん（お持ちの方のみ）・筆記用具

化学実験教室　入浴剤を作ろう
酸とアルカリの実験と、手づくり入浴剤に
挑戦します。

８月1７日㈯10：00～12：30
小学1～4年生
16人
1,000円

Ｍ直接または電話で、蘇我コミュニティセ
ンター☎264-８331
Ｔ同センター☎前記Ｆ265-2７96

中央保健福祉センター（中央区中央4-5-1きぼーる12階）
Ｍ7月1日㈪9：00から電話で、中央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��☎221-2581　健康づくり班��☎221-2582　こころと難病の相談班��☎221-2583　Ｆ221-2590

千葉市　中央区健康課

＊各種相談、栄養相談、健康づくり相談、精神保健福祉相談も行っていますので、お問い合わせください。

相談・教室名 日時 対象者･定員 内容など
女性のための健康相談�
Ｔ健康づくり班 ７/1７㈬10：00～12：00 女性　定員＝2人 助産師による、女性の生涯にわたる健康に

関しての相談。
医師講演会�
正しく知ろう！ 認知症�
Ｔ健康づくり班

７/26㈮13：30～15：00 市内在住の方
市医師会医師による認知症の原因、予防に
向けた日常生活の工夫、家族・友人が認知症
と感じた時にできることについての講演。

ちばし　いきいき体操体験
教室
Ｔ健康づくり班

７/31㈬13：00～15：00 市内在住の65歳以上の方
定員＝先着15人

介護予防のためのプログラムです。椅子に
座ってDVDを見ながら行う筋力体操とお
口の体操です。

今月の区役所休日開庁日
7月14日㈰9：00～12：30

市民総合窓口課 ☎221-2109
市 税 出 張 所 ☎221-2136

主な
開庁窓口

＊ 会場に駐車場はありません。ご参加の際は公
共交通機関をご利用ください。

　蘇我地区の各会場でラジオ体操を行います。
　早起きをしてジェフィと一緒に体を動かし、
健康で楽しい夏休みの思い出を作りましょう！
　当日直接会場へ。

Ｔ①市街地整備課 ☎245-5325 Ｆ245-5560
　②蘇我コミュニティセンター
　　☎264-8331 Ｆ265-2796

日　　時　７月17日㈬・24日㈬10：00～12：00　全2回
会　　場　中央保健福祉センターボランティア活動室（きぼーる15階）
内　　容　傾聴に関する講義、ロールプレイ実習
対　　象　 区内在住・在勤・在学の方で、ボランティア活動に関心のある方
定　　員　先着30人
申込方法　電話で、社会福祉協議会中央区ボランティアセンターへ。
Ｔ社会福祉協議会中央区ボランティアセンター
　☎221-2177 Ｆ221-6077

　ヘルスメイトは、市の食生活改善推進員の愛称です。
　市の主催する養成講座を修了し、市長の委嘱を受け、
食を通じて地域の健康づくりのためのボランティア活動を行っています。
　中央区では32人のヘルスメイトが生活習慣病予防のための料理教室や親子
料理教室を通じて、子どもから高齢者まで幅広い世代を対象に食の大切さを伝
えています。

　ヘルスメイトになってみたい方や活動に関心があ
る方（60歳代まで）を募集中です。
　詳しくは、本紙６月号【8面】をご覧いただくか、
お気軽にお問い合わせください。

Ｔ中央保健福祉センター健康課 ☎221-2582 Ｆ221-2590

ヘルスメイトをご存知ですか

傾聴ボランティア講座

ラジオ体操
キャラバン

参加者
募集

参議院議員通常選挙

　仕事などで投票に行けない方は、期日前投票をご利
用ください。期日前投票の際には、事前に「投票所入
場整理券」裏面の請求書（兼宣誓書）に住所・氏名・生
年月日・事由を記入してお持ちください。

期日前投票

　任期満了となる参議院議員通常選挙が予定されてい
ます。
　投票日、期日前投票期間については期日
が決定次第、ホームページでご案内いたし
ます。また、送付される投票所入場整理券
で　ご確認ください。
　なお、今回の選挙から、投票所入場券
は封書での郵送になります。
＊ 世帯全員分の投票所入場券（各自１枚）
　をまとめてお送りします。

・�【上記】の期日前投票所では、中央区の選挙人名
簿に登録されている方のみが投票できます。他
の区や千葉市外に登録されている方は、投票で
きません。

・ 駐車場の台数に限りがございますので、公共交
通機関をご利用ください。

Ｔ中央区選挙管理委員会事務局
　☎221-2104 Ｆ221-2159

期日前投票所 期間 時間

蘇我コミュニティセンター
1階ロビー（中央区今井１-14-43）

公示日翌日か
ら投票日前日
まで

8：30～
20：00

そごう千葉店 地下1階まつりの
広場（中央区新町1000）

投票日の8日
前から投票日
前日まで

10：00～
20：00

投票区 投票所 町名
1 中央区役所

きぼーる1階アトリウム 亀井町、中央1～4丁目、本町1～3丁目
2 千葉県庁中庁舎1階ロビー 市場町、長洲1・2丁目、港町
3 新宿小学校 体育館 新町、新宿1・2丁目、新千葉1丁目、新田町、

神明町、富士見1・2丁目、本千葉町
4 登戸小学校 体育館 新千葉2・3丁目、登戸1～3丁目
5 三和会館 春日1・2丁目、汐見丘町、登戸4・5丁目
6 松波公民館 松波1～4丁目
７ 弁天小学校 体育館 弁天1～4丁目
８ 椿森中学校 体育館 椿森1～6丁目
9 東千葉住宅地5自治会集会所 東千葉1～3丁目
10 院内小学校 体育館 院内1・2丁目、祐光1～4丁目
11 院内小学校 体育館 要町、栄町、道場北1・2丁目、道場北町
12 鶴沢小学校 体育館 旭町、亀岡町、鶴沢町、道場南1・2丁目、東本町
13 都小学校 体育館 都町、矢作町一部
14 星久喜小学校 体育館 青葉町一部、千葉寺町東部、星久喜町一部、

矢作町一部
15 葛城中学校 体育館 青葉町一部、亥鼻1～3丁目、葛城1～3丁目
16 末広中学校 体育館 青葉町一部、末広1～5丁目、千葉寺町一部
1７ 寒川小学校 体育館 稲荷町1～3丁目、川崎町、寒川町1～3丁目
1８ 蘇我保育所 蘇我1～5丁目、蘇我町2丁目、若草1丁目
19 蘇我小学校 体育館 今井1～3丁目
20 蘇我中学校 体育館 今井町、鵜の森町、白旗1・2丁目、南町3丁目
21 宮崎小学校 体育館 千葉寺町一部、南町1・2丁目、宮崎1・2丁目、

宮崎町一部
22 大森小学校 体育館 大森町一部、白旗3丁目、宮崎町一部
23 松ケ丘中学校 体育館 大森町一部、星久喜町南部、松ケ丘町、宮崎町東部
24 松ケ丘小学校 ランチルーム 仁戸名町一部
25 仁戸名小学校 体育館 仁戸名町東部
26 川戸小学校 体育館 赤井町一部、川戸町、仁戸名町一部
2７ 大巌寺小学校 体育館 赤井町一部、大巌寺町、花輪町、大森町一部
2８ 生浜東小学校 体育館 生実町、南生実町一部
29 生浜西小学校 体育館 塩田町、新浜町、浜野町、南生実町西部
30 村田町公会堂 村田町
31 都保育所 都町1～3丁目
32 新宿中学校 体育館 千葉港、中央港1・2丁目、出洲港、問屋町

＊ 投票所は、変更になることがありますので、ホームページ又は投票所入場整理
券でご確認ください。今回から第1投票所は、「きぼーる1階アトリウム」に変更
しています。

投票日当日の中央区投票所一覧表（投票時間は7：00～20：00）

注意

①蘇我駅東口地区
日時　7月16日㈫～18日㈭6：30体操開始
会場　菰池公園グラウンド（中央区宮崎2-4）
　　　雨天時は宮崎小体育館
　　　＊ジェフィは17日㈬のみ参加します。

②蘇我コミュニティセンター
日時　7月27日㈯8：35体操開始
会場　 蘇我コミュニティセンターコミュニテ

ィ広場（中央区今井1-14-43）雨天時
は室内

中央区役所は
� きぼーる11階です
＊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。

せんきょ君

棄権せず
投票しま
しょう！


