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ちば市政だより

花見川区版

令和元年
2019年

No.328 月

（男89,087人　女89,661人）
世帯数:81,027世帯
（2019年6月1日現在）

人　口:178,748人　前月比49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

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
シニアリーダー体操
楽しみながら行う転倒、認知症予防。
運動のできる服装でお越し下さい。
7月12日㈮10：00～12：00
当日先着10人

Ｔ畑コミュニティセンター☎273-5454
Ｆ271-4894

花見川保健福祉センター（花見川区瑞穂1-1）
Ｍ7月1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

　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。

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
　7月2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（祝日を除く）、7月24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
　7月17日㈬ 10：00～15：00
　�7月3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
7月14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

日　時　7月14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

　水稲の病害虫防除のため、水田に無
人ヘリコプターで農薬を散布します。
日時　7月25日㈭4：30～11：00ごろ
場所　�犢橋地区の一部（横戸町、内山

町、宇那谷町）
＊当日、雨や強風などの場合は延期
　散布地区付近の方は、当日、散布終
了まで洗濯物などを外へ出さないよう
ご注意ください。また、水田には立ち
入らないでください。金魚などのいる
池には、カバーをお願いします。周辺
地区には散布前日（変更の場合は当日）
広報車でお知らせします。なお、無人
ヘリコプターによる農薬散布は隣接市
でも実施しますのでご注意ください。
Ｔ市植物防疫協会
　☎232-3722Ｆ232-9463
　農業生産振興課☎228-6282

無人ヘリコプターで農薬散布

相談・教室 日時 内容・対象など 定員 申込

相
談

栄養相談 7/3㈬･9㈫･17㈬･22㈪
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 7/ 9㈫10：00～12：00
　26㈮14：00～16：00

憂うつ･眠れない･不安･引きこもっているなど、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を行います。 各3人 ③

Ⓐ成人歯科相談 
Ⓑこどもの歯科相談 7/24㈬10：00～15：00 Ⓐ歯周病予防など歯の健康について歯科衛生士に相談。Ⓑ乳幼児の歯みがき、虫歯予防について歯科衛生士に相談。

Ⓐ�5人�
Ⓑ10人 ②

女性のための健康相談 7/30㈫10：00～12：00 女性ホルモンの乱れによる心と体の不調にについて助産師に相談できます。 2人 ②

教
室

心理士さんに聞いてみ
よう（座談会形式） 7/12㈮10：00～11：30 子どもの育てにくさを感じていませんか。発達の目安や育児のポイントをお伝えします。対象＝幼児を子育て中の保護者（子ども同伴可） 10組 ①
糖尿病0プロジェクト 
夏休み親子料理教室 7/23㈫10：00～13：00 夏休みの1日、親子で楽しくクッキングし、食について考えませんか。対象＝小学1～3年生と保護者。料金＝1人500円 8組 ②

母親＆父親学級 7/24㈬・31㈬、8/7㈬
9：30～12：00　全3回

対象＝12月～来年1月に出産を迎える方。対象月ではない方も参加できま
す。当日直接会場へ（問い合わせは①へ。）

講
演
会

知っておこう !
泌尿器トラブル 7/17㈬13：30～15：00 高齢者に起こりやすい泌尿器トラブルとその原因、日常生活でできる予防について、医師が講演します。 30人 ②

　オオガハスをはじめ世界の蓮がご覧になれます。
ぜひ足をお運びください。
日時　7月13日㈯～15日㈪・27日㈯・28日㈰
　　　6：00～10：00
　　　�13日㈯はハスの葉に飲み物を入れ、茎をスト

ローにして飲む象鼻杯体験や資料展示のほ
か、花苗・ポストカード販売を行います。

会場　東京大学旧緑地植物実験所（畑町1051）
交通案 内　JR新検見川駅から、京成バスいきいきプ

ラザ行きで、区役所入口下車徒歩約1分。車
の方は区役所駐車場を利用できます。

Ｔ花見川区地域振興課地域づくり支援室
　☎275-6203�Ｆ275-6799

　糖尿病予防の方法や大切さがわかるような「標語」を募集します。
　区では、40歳以上の方の約6割が、糖尿病または糖尿病予備軍の可能性
があります。糖尿病は正しい知識を持ち、適切な生活習慣を身につけるこ
とで予防できる病気です。
　食事、運動、体重管理など、予防のポイントについて考えてみませんか。�

Ｔ花見川保健福祉センター健康課
　☎275-6296�Ｆ275-6298�Ｅkenko.HAN@city.chiba.lg.jp

＊�2017年度千葉市国民健康保険特定健康診
査結果より

期日前投票

投票所は【下表】のとおりです。
＊�変更となる場合がありますので、ホームページ、投票所
入場整理券をご確認ください。

　投票日に仕事や旅行などで投票に行けない方は、期日前投票ができます。
　期日前投票の際には、ご自宅に届く投票所入場整理券裏面の請求書（兼
宣誓書）に氏名・住所・生年月日・事由を記入し、ご持参ください。
　投票所入場整理券がお手元にない場合、投票所に宣誓書が備え付けてあ
りますので、ご記入ください。

期日前投票所 期間 時間

花見川区役所2階講堂 公示日翌日から投票日前日
まで 8：30～20：00

花島コミュニティセンター
2階多目的室

投票日の8日前から投票日
前日まで 9：00～20：00

　区役所と花島コミュニティセンターでは、投票期間・時間が異なりますの
でご注意ください。

＊一部の学校で体育館が使用できないところがあります。
　詳しい投票場所は、投票所入場整理券をご確認ください。

投票区 投票所 町　名

1 花園小学校 朝日ケ丘3丁目一部、朝日ケ丘4丁目、浪花
町、花園4・5丁目

2 花園中学校 花園1～3丁目、花園町、南花園1・2丁目
3 検見川小学校 検見川町1～3・5丁目
4 幕張小学校 幕張町4・5丁目一部
5 幕張南小学校 幕張町1・2・4・5丁目一部
6 西の谷小学校 幕張町1丁目一部、幕張本郷1～3丁目
7 上の台小学校 幕張町2丁目一部、幕張本郷4～7丁目
8 幕張小学校 幕張町2・3丁目一部

9 幕張中学校 武石町1・2丁目、幕張町3・4丁目一部、幕
張町6丁目

10 畑小学校 朝日ケ丘5丁目一部、畑町一部

11 朝日ケ丘小学校 朝日ケ丘1・2丁目、朝日ケ丘3・5丁目一部、
畑町一部

12 西小中台小学校 西小中台、宮野木台1丁目

13 さつきが丘東小学校 さつきが丘1丁目、畑町一部、宮野木台2～
4丁目

14 さつきが丘西小学校 さつきが丘2丁目

投票区 投票所 町　名
15 犢橋小学校 犢橋町
16 長作小学校 天戸町一部、長作台1丁目一部、長作町一部
17 作新小学校 作新台1～5丁目
18 花見川第三小学校 天戸町一部、花見川1・2
19 花島小学校 天戸町一部、花島町一部、花見川8・9
20 旧花見川第二小学校 柏井町一部、花島町一部、花見川6・7
21 花見川小学校 柏井1丁目、柏井町一部、花見川3～5
22 柏井小学校 柏井4丁目、柏井町一部、横戸町一部

23 横戸小学校 内山町、こてはし台6丁目、横戸台、横戸
町一部

24 こてはし台小学校 こてはし台1～5丁目
25 ふるさと農園 三角町、千種町
26 瑞穂小学校 瑞穂1～3丁目
27 大日町会館 宇那谷町、大日町、み春野1～3丁目

28 作新小学校 作新台6～8丁目、長作台1丁目一部、長作
台2丁目、長作町一部

花見川 糖尿病０プロジェクトの標語を募集
ゼロ

観蓮会

Ｔ花見川区選挙管理委員会�☎275-6191�Ｆ275-6719

参議院議員通常選挙

せんきょ君

棄権せず
投票しま
しょう　

応 募資格　区内在住・在勤・在学
の方

応 募方法　9月2日㈪必着。はが
きに標語と必要事項を明記し
て、〒262-8510花見川区瑞
穂1-1花見川保健福祉センタ
ー健康課へ郵送または直接持
参。FAX、Eメールも可。

　今月に任期満了となる参
議院議員通常選挙が予定さ
れています。
　投票日は、投票所入場整
理券またはホームページで
ご確認ください。
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