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高洲コミュニティまつり�
フリーマーケット出店者募集

１１月２日㈯・３日㈷１０：００～１５：００
雨天中止

市内在住・在勤の２０歳以上で、営利を目
的としない個人・団体

各日先着３７店
各１,０００円

Ｍ９月２９日㈰９：００から高洲コミュニティセ
ンターで受け付け（料金持参）。１０：００から
説明会を実施。
Ｔ高洲コミュニティセンター☎２７７-３０００ 
Ｆ２７７-０５０７

高洲コミュニティセンターの催し
①認知症講座「学ぼう備えよう認知症」

９月２１日㈯１３：３０～１５：３０（１３：００開場）
当日先着４０人

②こどものための少林寺拳法護身術教室
１０月６日～２７日の日曜日

９：３０～１０：４５　全４回
５歳以上の方（就学前児

は保護者同伴）
先着２０人
タオル、運動しやすい服装、飲み物
１,０００円

Ｍ②直接または電話で、高洲コミュニティ
センター☎２７７-３０００。Ｆ２７７-０５０７も可（必
要事項を明記）。

真砂コミュニティセンターの催し
バドミントン教室

９月１９日～１０月２４日（１０月１７日を除く）
の木曜日９：３０～１１：３０　全５回

市内在住・在勤の１８歳以上の方（高校生
不可）

先着３０人　 ２,０００円
太巻き祭りずし教室

９月２９日㈰１０：００～１３：００
先着１６人　 ２,０００円

Ｍ直接または電話で、真砂コミュニティセ
ンター☎２７７-２５１２。Ｆ２７７-０１０４も可（必要
事項を明記）。

今月の区役所休日開庁日
9月8日㈰9：00～12：30

野菜レシピは 美浜健康レシピ

Ｔ①健康づくり班☎270-2221　②こころと難病の相談班☎270-2287　③すこやか親子班☎270-2213　Ｆ270-2065

美浜保健福祉センター（美浜区真砂5-15-2）
9月2日㈪9：00から電話で、美浜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、 千葉市　美浜区健康課

　美浜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
相
談
も
可

相
談
は
面
談
の
み

相談はすべて無料。
美浜区役所１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　美浜区地域振興課
　☎270-3123 Ｆ270-3192

法律相談…相続・離婚・訴訟など 
　火曜日、9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～ 

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 
　9月19日㈭� 10：00～15：00�
　＊ 9月5日㈭9：00から電話で予約

（先着8人）

くらし相談…日常生活上の心配ごと
　月･水～金曜日� 9：00～16：00
　火曜日� 9：00～15：00
交通事故相談…損害賠償や示談など
　月･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…国･県などへの要望･意見
　9月5日㈭� 9：00～16：00

相談・教室 日　時 内容・対象など 定員 申込

相
談

大人の歯科相談 ９/４㈬・３０㈪９：２０～１５：２０ 歯や義歯の手入れ、虫歯や歯周病などについて、歯科衛生士が個別に相
談に応じます。口臭が気になる方は、口臭測定もできます。 各５人 ①

子どもの歯科相談 ９/４㈬、１０/７㈪
９：３０～１５：３０

虫歯予防、お口の手入れ方法などについて、歯科衛生士が個別に相談に
応じます。 各２０人 ①

栄養相談 ９/６㈮・９㈪・１９㈭・２７㈮　
９：２０～１４：４０

離乳食や生活習慣病予防などの食事について、管理栄養士が個別に相談
に応じます。特定保健指導を受けている方は除きます。 各５人 ①

精神保健福祉相談 ９/１２㈭１５：１０～１６：４０ 対象＝憂うつ・眠れない・不安・ひきこもっているなど、こころの健康でお
悩みの方、および家族。精神科医師が個別に相談に応じます。 ３人 ②

教
室

歯っぴー健口教室
（全4回）

９/１１㈬・２５㈬、１０/９㈬・２３㈬
１２：４５～１５：００

対象=６５歳以上の方　毎日いきいきと過ごすために、日常生活で簡単に取
り入れられるお口のケア、お口の体操などについて学べます。
会場＝美浜いきいきプラザ（美浜区高洲３-５-６）

２０人 ①

母親＆父親学級
（全3回）

９/２０㈮９：３０～１２：１５
　２７㈮９：３０～１２：００
１０/４㈮９：３０～１２：１５

対象＝来年１月末までに出産予定の方とパートナー
妊娠中の生活・出産・育児についての学習と、妊婦同士の交流を行います。
問い合わせは③へ

ー ー

血糖値改善教室
（全6回）

Ⓐ ９/２６㈭１３：００～１５：００
Ⓑ１０/ ３㈭１３：３０～１５：００
Ⓒ　  １０㈭１３：３０～１５：３０
Ⓓ　  １６㈬１０：００～１３：００
Ⓔ　  ２３㈬１３：３０～１５：３０
Ⓕ　  ３０㈬１日面談

内容＝Ⓐ医師による講演「血糖値がちょっと気になる方へ～今からでき
る糖尿病予防～」、Ⓑ歯科医師による講演「歯周病を予防して血糖値を改
善しよう！ 」、Ⓒ食事・保健・運動の話、Ⓓ野菜が多くとれる調理（料金
=５００円）、Ⓔ運動の実技、Ⓕ個人面談
＊講演会Ⓐ、Ⓑのみの参加も可能です。
対象＝血糖値が高い方（糖尿病治療中の方は除く）・糖尿病の疑いがある
方および家族。

２０人 ①

シニアのための
簡単減塩調理実習 ９/２７㈮１０：００～１３：００ 簡単に減塩ができる方法について、学びながら調理実習をします。

料金＝５００円　申込期限＝９/２０㈮ ２０人 ①

母乳教室 １０/９㈬１０：００～１２：００ 対象＝母乳育児を希望する妊娠中の方（子ども同伴不可）。
母乳育児について助産師がお話しします。 ３０人 ③

　2010年からスタートした美浜区役所
朝市、皆さんに支えられて開催100回目
を迎えます。実りの秋、いつにも増した
品揃えで自慢の野菜を販売します。
日時　9月8日㈰
　　　8：30～10：00　荒天中止
　　　＊原則毎月第2日曜日に開催
会場　 美浜区役所入口付近（美浜保健

福祉センター側）
Ｔ農政課 ☎245-5758 Ｆ245-5884

　稲毛ヨットハーバーから幕張の浜の沖を約１時間半、クルーザーヨッ
トに乗りセーリングします。ぜひ、ご参加ください。
　日　　時　10月6日㈰
　　　　　　午前の部　10：00～11：45
　　　　　　午後の部　13：00～14：45
　対　　象　区内在住の小学生以上の方（小学生は保護者同乗）
　定　　員　各回先着31人
　料　　金　1,000円
　申込方法　 9月18日㈬10：00から電話で、稲毛ヨットハーバーへ
Ｔ稲毛ヨットハーバー ☎279-1160 Ｆ279-1575
　美浜区地域振興課地域づくり支援室 ☎270-3122 Ｆ270-3191

　65歳以上の方を対象とする、食事や運動を見直し、実践
する1コース3回の教室です。これからも元気ですこやか
に過ごせるよう、今の健康状態を維持・向上させましょう。
　日　　時　 ①9月25日㈬10：00～13：00
　　　　　　②10月9日㈬10：00～12：00
　　　　　　③来年1月22日㈬10：00～12：00　全3回
　会　　場　磯辺公民館（美浜区磯辺1-48-1）
　内　　容　①栄養の話と調理実習
　　　　　　②体力測定と筋トレ
　　　　　　③栄養の話と体力測定、音楽療法
　対　　象　 医師から運動制限を受けていない65歳以

上の方
　定　　員　先着16人
　料　　金　300円
　申込方法　電話で、美浜保健福祉センター健康課へ

Ｔ美浜保健福祉センター健康課
　☎270-2221 Ｆ270-2065

　美浜消防署では9/8㈰～14㈯の救急医療週間
のイベントとして、美浜消防署救急フェアを行います。

日時　9月15日㈰9：30～11：30　荒天中止
会場　美浜消防署（美浜区真砂5-15-6）
内容　◦心肺蘇生法およびＡＥＤの指導
　　　◦消防車両展示および写真撮影
　　　◦チビッコ消防記念撮影コーナー
　　　◦消防ぬりえ・クイズコーナー
　　　◦チーバくんふれあいコーナー
＊参加するとすてきな景品が
　もらえます !

Ｔ美浜消防署消防課 ☎279-0119 Ｆ279-0450 Ｅshobo.MHF@city.chiba.lg.jp

開催100回 !祝区 役 所 朝 市

大切な人を守るため応急手当を身に付けよう !

参加者
募集美浜区民フェスティバル

稲毛ヨットハーバー クルーザーヨット体験会

美浜消防署
救急フェア開催

みはま元気塾食事セミナー

心肺蘇生法を学びます

朝市で新鮮野菜を販売している
市内農家の野口さん。
毎回野口さんとの会話を楽しむ
お客様がたくさんいます。


