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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
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）
Ｍ7月1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

相
談

栄養相談 7/5㈮・8㈪・18㈭･24㈬、
8/1㈭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

成人歯科相談 7/18㈭・30㈫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。 各4人 ②

精神保健福祉相談 7/25㈭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家族。 3人 ③

乳幼児歯科相談 7/30㈫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の個別相談。 15組 ②
女性の健康相談 7/8㈪10：00～12：00 助産師によるライフサイクルに伴う女性の体や心についての個別相談。 2人 ②

教
室

母親&父親学級 7/17㈬・24㈬・31㈬
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=11月頃まで
に初めて出産を迎える方およびパートナー。持ち物=母子健康手帳、筆
記用具。

20人 ①

ばあばの小学生料理
教室～だしって何?～ 7/18㈭10：00～13：00 だしのおいしいとり方や、簡単な調理の基本を学ぶ教室です。対象＝小

学4～6年生。料金＝500円。申込期限＝7/10㈬。 15人 ②

母乳教室 8/7㈬9：30～11：30 母乳育児について、助産師による講義と実技。対象=区内在住で妊娠中
の方（子どもの同伴不可）。持ち物=母子健康手帳、飲み物。 20人 ①

男性限定「プラチナ
食事セミナー」

① 8/ 9㈮10：00～13：00
② 8/30㈮10：00～12：00
③11/15㈮10：00～12：00
全3回

いつまでも健康で過ごすために、望ましい食生活と運動の実践方法を学
ぶ教室です。①調理実習、②簡単筋トレ、③食事の振り返り・脳トレ。
対象=65歳以上の男性。料金=300円。申込期限=8/1㈭。

20人 ②

　稲毛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。

長沼コミュニティセンター
やさしい書道体験

7月9日㈫18：00～20：00
小学生以上の方　 先着10人

Ｍ直接または電話で、長沼コミュニティセ
ンター。☎257-6731 Ｆ257-6732

穴川コミュニティセンター
フラワーアレンジメント教室

7月21日㈰10：00～12：00
先着20人　 2,000円

Ｍ申込用紙（窓口で配布、ｈから印刷も可）
を記入し、料金を添えて穴川コミュニティ
センターへ。☎284-6155 Ｆ284-6156

市内農家が新鮮野菜を直接販売します。
日　時　 7月14日㈰8：45～10：15（荒

天中止）
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

　稲毛区役所では、お昼休みに定期的
にミニコンサートを開催しています。
日時　①7月19日㈮12：10～12：50
　　　②8月2日㈮12：10～12：50
内容　 ①津軽三味線奏者の村松 大さ

んが、津軽じょんがら節、津軽
あいや節などを演奏します。

　　　 ②ドゥドゥク(アルメニアの民
族楽器)奏者の樽見 ヤスタカさ
んが、アルメニア共和国の伝承
曲、アヴェ･マリアなどを演奏し
ます。

会場　 稲毛区役所1階市民ロビー
定員　 当日先着各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

①第40回・②第41回 稲毛区役所
ランチタイムコンサート参議院議員通常選挙 投票区 投票所 町名

1 轟町中学校（剣道場） 穴川町、穴川1～4丁目
2 千草台小学校 天台2～6丁目、天台町、萩台町
3 ＊千草台中学校（体育館）千草台1～2丁目
4 都賀小学校 天台1丁目、作草部1～2丁目、作草部町
5 轟町小学校 轟町1～5丁目
6 弥生小学校 弥生町、黒砂台3丁目
7 緑町小学校 緑町1丁目、黒砂台1～2丁目
8 緑町中学校（武道場） 黒砂1～3丁目、緑町2丁目

9 稲丘小学校 黒砂4丁目、稲毛台町、稲毛東1～3丁目、
稲丘町、稲毛1丁目

10 稲毛小学校 稲毛2～3丁目、稲毛東4～6丁目、
稲毛町5丁目

11 小中台南小学校 小仲台7丁目一部、小仲台8丁目一部、
小中台町南部、稲毛町4丁目

12 小中台小学校 小仲台3～6丁目、小仲台7丁目一部
13 小中台小学校 小仲台1～2丁目、園生町南部

14 園生小学校 小仲台8丁目一部、小仲台9丁目、
小中台町一部

15 園生小学校 宮野木町一部、園生町一部
16 あやめ台小学校 あやめ台1～3、長沼町南部、園生町西部

17 稲毛ファミールハイツ
5号棟集会所 柏台、園生町一部

18 宮野木小学校 宮野木町北部、長沼町西部
19 ＊草野中学校（体育館）園生町北部、長沼町東部、長沼原町一部
20 長沼原台自治会館 長沼町一部、長沼原町一部
21 山王小学校 山王町、小深町北部
22 山王公民館 小深町一部、六方町
23 宮野木保育所 宮野木町一部、園生町東部

投票日当日の稲毛区投票所一覧

　投票日当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。
　期日前投票にお越しの際には、ご自分の投票所入場整理
券をお持ちください。入場整理券裏面の請求書（兼宣誓
書）欄に氏名・生年月日・住所・事由をあらかじめご記入い
ただきますとスムーズに受付ができます。

注意◦ 区役所とイオン稲毛店では投票期間と時間が異なり
ます。

　　◦ 区役所は駐車場に限りがありますので、できるだけ
公共交通機関をご利用ください。

　　◦ 期日前投票所の混雑予測を市選挙管理委員会ホーム
ページで公開しておりますので、ご活用ください。

　　　詳しくは、 千葉市　参議院選挙特集　
Ｔ稲毛区選挙管理委員会 ☎284-6104 Ｆ284-6149

期日前投票

期日前投票所 期　間 時　間

稲毛区役所3階講堂 公示日翌日から
投票日前日まで 8：30～20：00

イオン稲毛店4階文化
ホール前特設会場

投票日の8日前か
ら投票日前日まで 9：00～20：00

＊ の投票所は、前回（2019千葉市議会議員選挙）と建物が異なります。

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
　7月2日㈫ 9：00～16：00

法律相談…相続・離婚・訴訟など
　金曜日・7月23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
　7月16日㈫ 10：00～15：00
　7月2日㈫9：00から電話で予約

（先着8人）

各種相談案内 無料

　7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、投票所は、送付される入場整
理券またはホームページでご確認くだ
さい。

　投票所は、【右表】のとおりです。

健康づくりに役立てよう!

稲毛健康づくり支援マップ
　生活習慣病の予防や健康づくりに役立つ
各種教室、おすすめのウオーキングコース、
区内施設の情報などを紹介しています。
　健康のために、まずは歩くことから始め
ませんか？

配布中

　配 布場所　稲毛保健福祉センター健康課、稲毛区役所地域振興課、
稲毛区内の公民館、図書館、コミュニティセンター、いきいき
プラザ、いきいきセンターなど

　　＊なくなり次第配布を終了します。

小学生向け手話ボランティア講座
「はじめての手話」

日　　時　8月9日㈮10：00～12：00
会　　場　 稲毛保健福祉センター
　　　　　3階大会議室
内　　容　 小学生（初心者）向けの、

手話に関する講義と実技
対　　象　 区内在学の小学4～6年生と保護者（子ども

だけの参加も可）
定　　員　先着20人
申込方法　 電話で、市社会福祉協議会稲毛区ボランテ

ィアセンターへ。☎284-6160
Ｔ市社会福祉協議会稲毛区ボランティアセンター 
　☎284-6160 Ｆ290-8318Ｔ稲毛保健福祉センター健康課 ☎284-6494 Ｆ284-6496


