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高洲コミュニティセンターの催し
高洲寄席

１０月１４日㈷１３：３０～１6：００
当日先着１００人

邦楽コンサート
１０月２０日㈰１３：００～１6：００
当日先着１6０人

Ｔ高洲コミュニティセンター☎２77-３０００
Ｆ２77-０5０7

真砂コミュニティセンターの催し
シナプソロジーとボディメンテナンス

１０月２5日～１１月１5日の金曜日
１１：３０～１２：４０　全４回

先着１5人　 ２,０００円
そば打ち体験会

１０月２6日㈯９：００～１２：００
先着１０人　 １,5００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）。

学習相談員による生涯学習出前相談
１１月９日㈯１０：００～１４：００
磯辺公民館（美浜区磯辺１-４8-１）
講座、イベント、資格、ボランティア

など生涯学習に関する質問や相談にお応え
します。
Ｍ当日直接会場へ
Ｔ生涯学習センター☎２０7-58１5Ｆ２０7-58１7
第４月曜日休館

思い出のこじま丸�
～千葉市海洋公民館こじまの航跡～

　有識者によるシンポジウムや艦船模型イ
ベントなどを開催します。

１０月２6日㈯１０：００～１４：００
高洲スポーツセンター
当日先着5０人

Ｔちば文化センター・ 神
かん

作
さく

さん☎０９０-7２２０-
5９３９Ｅccc@chibaminato.jp
美浜区地域振興課地域づくり支援室☎２7０-
３１２２Ｆ２7０-３１９１

今月の区役所休日開庁日
10月13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）
10月1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、10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～ 

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 
　10月17日㈭� 10：00～15：00�
　＊10月3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
　10月3日㈭� 9：00～16：00

相談・教室・講演会名 日　時 内容・対象者など 定員 申込

相
談

歯科相談
Ⓐ１０/7㈪・３０㈬
９：２０～１5：２０
Ⓑ１０/7㈪、１１/6㈬
９：３０～１5：３０

内容＝虫歯や歯周病予防、歯や義歯の手入れなどについて、歯科衛生士が
個別に相談に応じます。口臭測定もできます。
対象＝ Ⓐ大人、Ⓑ子どもと保護者

Ⓐ
各5人

Ⓑ
各２０人

①

精神保健福祉相談 １０/１０㈭１5：１０～１6：４０ 精神科医師が個別に相談に応じます。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と家族。 ３人 ②

禁煙チャレンジ相談
・健康相談

１０/１7㈭・２8㈪
９：３０～１5：３０

禁煙の取り組み方・生活習慣病予防や健診結果の見方などについて、保健師
などが個別に相談に応じます。呼気一酸化炭素濃度・尿中ニコチン代謝濃度
測定ができます。

各４人 ①

教
室

食事セミナー
「みはま元気塾」
全3回

Ⓐ１０/２９㈫１０：００～１３：００ 
Ⓑ１１/１２㈫１３：３０～１5：３０ 
Ⓒ 来年２/１8㈫ 

１０：００～１２：００

内容＝Ⓐ食事の話・調理実習、Ⓑ体力測定・運動実習、Ⓒ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
会場＝幸町公民館（美浜区幸町２-１２-１４）　
料金＝３００円

１6人 ①

離乳食教室 １０/３１㈭１３：００～１5：００ 簡単にできる離乳食（２・３回食）について管理栄養士が実演し、試食を行い
ます。対象＝第１子で１回食を始めた6～8カ月児の保護者　料金＝２００円 ３０人 ①

母親＆父親学級
全3回

１１/ 5㈫９：３０～１２：１5 
　 １２㈫９：３０～１２：００ 
　 ２6㈫９：３０～１２：１5

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

当日直接 
会場へ　

シニアのための�
簡単な調理実習 １１/１5㈮１０：００～１３：００ １人で簡単に作れる調理法や栄養バランス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＝１１/7㈭ ２０人 ①

講
演
会

母子講演会「はじめ
てお兄ちゃんお姉
ちゃんになるとき」

１０/２１㈪１０：００～１２：００
弟妹が産まれたときの上の子の気持ちや関わり方など、きょうだい関係に
ついて臨床心理士が講演します。
対象＝第２子を妊娠中、または第２子が6カ月未満の子どもを持つ保護者

２０人 
(託児
１０人)

③

日時　10月13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

新鮮な野菜がいっぱい！

を開催区 役 所 朝 市

　ヘルスサポーターとは、運動に関する正しい知識を得て、健康
づくりのための運動を実践する方のことです。
　ヘルスサポーター養成教室を受講して、あなたも身近な地域で
運動を継続していきませんか。
会　　場　 磯辺地域ルーム 

（美浜区磯辺4-28-1）
対　　象　 正しい運動方法を身につ

けたい方、運動する仲間
をつくりたい方

　　　　　＊ 主治医から運動を制限されている方は、ご遠慮くだ
さい。

定　　員　先着30人（講演会のみの参加も可。）
申込方法　電話で、美浜保健福祉センター健康課へ

　真砂コミュニティセンターで活動しているサークル・団体
が日頃の成果を披露するほか、模擬店や縁日など、さまざま
なイベントを行います。
　お子さんに大人気の子ども電車も運行しますので、ご家族
やお友達とぜひ、お越しください。
日時　 10月19日㈯・20日㈰10：00～16：00
　　　雨天の場合、一部中止
会場　真砂コミュニティセンター
　　　＊ 駐車場はありませんので、公共

交通機関をご利用ください。
Ｔ真砂コミュニティセンター
　☎277-2512 Ｆ277-0104

Ｔ美浜保健福祉センター健康課 ☎270-2221 Ｆ270-2065

ヘルスサポーター養成教室 真砂コミュニティ
ふれあいまつり

音楽、祭り レクリエーションスポーツ

吹奏楽（午前）
ダンス（午後）
みこし・太鼓・踊り

軽スポーツ
昔の遊び
紙芝居
パン食い競争

出店 展示、体験
模擬店
フリーマーケット
朝市（果物、干物など）
企業出店コーナー

自衛隊・警察車両展示
はしご車展示・防災普及車
体験
パラスポーツ体験会

日時�全5回 内容

１ 11月 1日㈮
14：00～15：30

医師講演会　運動で元気な足腰
～ロコモティブシンドロームを予防しよう～

２ 11日㈪
13：30～15：00

健康づくりのための運動について運動実習
（ストレッチと筋力トレーニング）

３ 18日㈪
13：30～15：00

健康づくりのための食生活について運動実
習（ウオーキングまたはラジオ体操）

４ 25日㈪
13：30～15：00

美浜区の健康づくりについて運動実習
（ウオーキングまたはラジオ体操）

５ 12月 2日㈪
13：30～15：00

運動実習の復習グループワーク
（運動の輪を広げるために）

美浜区民フェスティバル

養成教室

Ｔ美浜区民フェスティバル実行委員会事務局
　（美浜区地域振興課内）
　☎270-3122 Ｆ270-3191

　美浜区民フェスティバルは、子どもから大人ま
で気軽に参加できる年に１度の区民手作りのイベ
ントです。終日楽しめる催しがたくさんあります
ので、皆さんお誘い合わせの上、お越しください。
日時　10月6日㈰９：20～15：40　荒天中止　
会場　稲毛海浜公園

10/６㈰開催


