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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 若葉区役所地域振興課 ☎043-233-8120 Ｆ043-233-8162若葉区役所 ☎043-233-8111（代表）〒264-8733 千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 千葉市　若葉区役所

投票日当日の若葉区投票所（投票時間は7：00～20：00）
投票区 投票所 町名 投票区 投票所 町名
1 若葉区役所 桜木6丁目、桜木北2・3丁目、都賀3～5丁目 16 千城台南小学校 千城台南1～4丁目

2 桜木小学校 桜木1丁目一部、桜木2～4・7・8丁目、桜木北1丁
目一部 17 坂月小学校 大草町、太田町、小倉町一部、坂月町

3 北貝塚小学校 貝塚2丁目、貝塚町北部、高品町北部、都賀1・2丁
目、西都賀1・2丁目、原町一部 18 加曽利中学校 加曽利町

4 JA千葉みらい中央
支店 高品町一部 19 千城小学校 大宮町一部

5 みつわ台南小学校 殿台町、原町一部、東寺山町、みつわ台1・2丁目 20 大宮小学校 大宮町一部、大宮台1～7丁目、北大宮台

6 源小学校 愛生町、みつわ台4丁目一部、みつわ台5丁目一部、
源町一部 21 白井小学校 五十土町、和泉町、大広町、野呂町

7 みつわ台北小学校 原町北部、東寺山町一部、みつわ台3丁目、みつ
わ台4丁目一部、みつわ台5丁目一部、源町一部 22 本郷自治会館 古泉町一部、中野町

8 都賀の台小学校 都賀の台1～4丁目、西都賀3～5丁目、若松町西部 23 富田分校 古泉町一部、富田町、中田町一部
9 若松小学校 若松町一部、若松町（自衛隊） 24 更科小学校 小間子町、上泉町、御殿町、更科町、下泉町
10 若松台小学校 若松町東部、若松台1～3丁目 25 下田町自治会館 大井戸町、下田町一部、旦谷町、谷当町一部
11 若松中学校 若松町一部 26 貝塚中学校 貝塚1丁目、桜木1丁目一部、桜木5丁目

12 小倉小学校 小倉町一部、小倉台1～7丁目、桜木北1丁目東部 27 泉市民センター 川井町、北谷津町、佐和町、高根町、多部田町、
中田町一部

13 千城台西小学校 千城台北1・2丁目、千城台西1～3丁目 28 市営貝塚第2団地
集会所 貝塚町一部

14 千城台東小学校 御成台1～4丁目、下田町一部、千城台北3・4丁目、
千城台東1・2丁目、谷当町一部 29 東寺山県営住宅集

会所 高品町西部、東寺山町南部

15 千城台旭小学校 金親町、千城台東3・4丁目

参議院議員通常選挙

若葉区共催東京情報大学市民公開講座
「ICTと地域活動で拓く子どもたちの未来」

7月11日㈭13：10～14：40
東京情報大学（若葉区御成台4-1）
先着50人

Ｍ電話で、東京情報大学☎236-4710。
　ｈ（「情報大 公開講座」で検索）からも可。
Ｔ同大学☎前記Ｆ236-1251

千城台コミュニティセンターの催し
わくわくフェスタ2019ちしろだい七夕まつり

7月7日㈰10：00～14：00
白バイ・パトカーと写真撮影、缶バッジ

づくり、ねりきり和菓子づくりなど
Ｔ千城台コミュニティセンター
☎237-2241Ｆ237-9213

緑保健福祉センター（緑区鎌取町226-1）
Ｍ〇月〇日〇9：00から電話で、緑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  ☎292-2620　健康づくり班  ☎292-2630　こころと難病の相談班  ☎292-5066　Ｆ292-1804

千葉市　緑区健康課
若葉保健福祉センター（若葉区貝塚2-19-1）

Ｍ7月1日㈪9：00から電話で、若葉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  ☎233-8191　健康づくり班  ☎233-8714　こころと難病の相談班  ☎233-8715　Ｆ233-8198

千葉市　若葉区健康課 今月の区役所休日開庁日
7月14日㈰9：00～12：30

会場は若葉区役所1階市民相談室。
12：00～13：00は相談を行いません。

申込先・問い合わせ
　若葉区地域振興課くらし安心室
　☎233-8123 FＦ233-8163

電
話
相
談
も
可

相
談
は
面
談
の
み

くらし相談…家族の問題や心配ごと
　月～木曜日 9：00～16：00
　金曜日 9：00～15：00
交通事故相談…損害賠償の諸問題など
　月・木曜日 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・独立行政法人への

要望や意見など
　7月5日㈮ 9：00～16：00
法律相談…相続、離婚などの諸問題
　毎週水曜日、7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。

　＊ 裁判所で訴訟・調停中のものに
ついては、受け付けできません。

住宅相談…不動産売買などの諸問題
　7月19日㈮ 10：00～15：00
　＊ 7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

期日前投票
　投票日当日に仕事や旅行などで投票に行けない方は、若葉区役所
またはラパーク千城台で期日前投票ができます。期日前投票所によ
って投票期間・投票時間が異なりますので、ご注意ください。
　期日前投票の際には「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、お持ちください。

期日前投票所 期間 時間
若葉区役所
2階講堂

公示日翌日から投票日前日ま
で 8：30～20：00

ラパーク千城台
1階ふれあい広場

投票日8日前から投票日前日
まで 10：00～20：00

Ｔ若葉区選挙管理委員会 ☎233-8121 Ｆ233-8162
＊ 詳しくは、投票所入場整理券に記載の案内図でご確認ください。

　若葉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。
　参加する方は、体調を確認の上、お越しください。

相談・教室名 日　時 対象・定員 内容など

母親＆父親学級（前期）
Ｔすこやか親子班

出産編＝7/19㈮
妊娠編＝7/26㈮
13：00～15：30

これからお母さん・お父
さんになる方
定員=各35組

妊婦同士の交流を中心に、妊娠期の生活・出産についての学
習。持ち物＝母子健康手帳、筆記用具。出産編は、動きや
すい服装で。

時短・簡単クッキング
～おいしく減塩編～
Ｔ健康づくり班

7/30㈫10：30～13：30 成人
定員=16人

管理栄養士による食生活の講義と調理実習。簡単においし
く料理をつくる方法や減塩のポイントをお伝えします。
料金=500円

離乳食教室
Ｔ健康づくり班 8/1㈭13：30～15：30

第1子で6～8カ月児の保
護者
定員＝25人

離乳食の具体的な進め方と2・3回食の実演および試食。
料金＝200円

母乳教室
Ｔすこやか親子班 8/2㈮9：30～11：30 妊娠中の方および家族

定員＝30人 助産師による母乳育児の講義と相談。

＊歯科相談、栄養相談、健康・禁煙相談、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。

　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。
散布日程および散布場所

7/23㈫

白井地区　五十土町、川井町、北谷
津町、佐和町、高根町、多部田町
更科地区　大井戸町、金親町、上泉
町、更科町、下泉町、下田町、旦谷
町、富田町、谷当町

25㈭ 白井地区　中野町、和泉町、野呂町
更科地区　中田町、富田町、古泉町

散布時間　4：30～11：00ごろ
 ＊当日、雨や強風などの場合は、後日実施
　散布場所付近の方は、当日、散布が終わ
る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。農薬散布は
散布場所に隣接する緑区や隣接市でも同
時期に実施しますので、ご注意ください。
Ｔ市植物防疫協会
　☎232-3722 Ｆ232-9463
　農業生産振興課 ☎228-6282

無人ヘリコプターで農薬散布

　ヘルスメイトは、食生活改善推進員の愛称で、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。
　現在、ヘルスメイトを募集中です。詳しくは、本紙６月号【８
面】をご覧いただくか、お問い合わせください。

　ヘルスメイトと一緒に手づくりパン
に挑戦してみませんか？
日　　時　7月23日㈫10：30～13：00
　　　　　8月20日㈫10：30～13：00
場　　所　若葉保健福祉センター
対　　象　区内在住の小学生と保護者
定　　員　各先着8組16人
料　　金　1人300円
申込方法　 電話で、若葉保健福祉センター健康課へ。
Ｔ若葉保健福祉センター健康課 ☎233-8714 Ｆ233-8198

夏休み
特別企画 ! 親子かんたんパンづくり教室参加者

募集 

ヘルスメイトをご存知ですか 花づくり教室を開催します!
～多肉植物を使ったリースづくり～

　区では、花のあふれるまちづくりを推進するため、花づ
くり教室を開催します。園芸相談も行いますので、ぜひご
参加ください。
日　　時　 7月24日㈬10：00～12：00
会　　場　 都賀コミュニティセンター
対　　象　 区内在住・在勤の方
定　　員　 25人
料　　金　 1,000円
申込方法　 7月12日㈮必着。
　　　　　 往復はがき（1人1通）
　　　　　 に必要事項を明記して、

〒264-8733若葉区役所
地域振興課地域づくり支援室へ。FAX、Ｅchiiki 
dukuri.WAK@city.chiba.lg.jpも可。

Ｔ若葉区地域振興課地域づくり支援室
　☎233-8122 Ｆ233-8162

せんきょ君

棄権せず投票
しましょう！　参議院議員通常選挙が予定さ

れています。
　投票日および期日前投票期間
については、ご自宅に届く「投
票所入場整理券」でご確認くだ
さい。


