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中央保健福祉センター（中央区中央4-5-1きぼーる12階）
Ｍ11月1日㈮9：00から電話で、中央保健福祉センター健康課各班へ

各種相談、健康づくり相談、栄養相談、禁煙相談、精神保健福祉相談も行っています。お気軽にお問い合わせください。
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  ☎221-2581　②健康づくり班  ☎221-2582　③こころと難病の相談班  ☎221-2583　Ｆ221-2590

千葉市　中央区健康課

　中央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。

相談・教室名 日時 対象者･内容など 定員 申込
相
談歯科相談 Ⓐ11/６㈬・ⒶⒷ13㈬

９：30～15：30
（対象＝Ⓐ成人、Ⓑ乳幼児）虫歯予防や歯周病予防など相談したい
方。歯科衛生士による個別相談。

Ⓐ６人 
Ⓑ14人 ②

教
室

元気幸（高）齢者 ! に
なるための実践教室

①11/22㈮10：00～13：00
②12/  ６㈮10：00～12：30
③来年3/６㈮10：00～12：30
全3回

対象＝調理実習や運動に制限のない６5歳以上の方。
①食事の話と調理実習、②体力測定・簡単筋トレ、③食事や運動の復
習と落語の鑑賞。
料金＝300円

20人 ②

65歳からの簡単クッキ
ング

12/  4㈬10：00～12：30
12/18㈬10：00～12：30
全2回　　

対象＝区内在住の６5歳以上の方　
電子レンジや缶詰を使って、簡単でバランスの良い食事を作ります。
料金＝各日６00円

20人 ②

離乳食教室 12/1６㈪13：00～15：00
対象＝第1子で６～8カ月の子どもを持つ母親および家族。
離乳食の具体的な進め方と試食および実演。
料金＝200円　当日直接会場へ

25人 ②

講
演
会

講演会
「ママとパパのセルフコ
ントロール～怒りと上
手に付き合う方法～」

11/1９㈫10：00～12：00
対象＝乳幼児の保護者　＊託児あり（定員＝10人）
心理士による、育児中の親の気持ちや、怒りのセルフコントロール
についての話。

30人 ①

講演会
「赤ちゃんと遊ぼ」 12/  4㈬10：00～12：00

対象＝乳児と保護者　＊託児なし
心理士による、子どものこころを育てる関わり方についての講演。
保育士による親子遊び。

20組 ①

講演会
「４～6歳児のこころと
からだ」

12/  5㈭10：00～12：00
対象＝4～６歳児の保護者　＊託児あり（定員＝10人）
心理士と保健師の講演。性差を意識し始める子どもへの接し方とこ
ころの発達について。

30人 ①

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。
中央区役所（きぼーる11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　中央区地域振興課
　☎221-2106 FＦ221-2179

くらし相談…日常生活上の心配ごと
　月～水・金曜日 9：00～16：00
　木　曜　日 9：00～15：00
交通事故相談…損害賠償や示談の進め方
　火　曜　日 9：00～15：00
　金　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、県などへの要望・意見
　11月11日㈪ 9：00～16：00

法律相談…金銭賃借・相続・離婚など
　木曜日、11月25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・調停中のものは
不可。

住宅相談…不動産売買や賃借など
　11月18日㈪ 10：00～15：00
　 11月5日㈫9：00から電話で申し

込み（先着8人）

今月の区役所休日開庁日
11月10日㈰9：00～12：30

市民総合窓口課 ☎221-2109
市 税 出 張 所 ☎221-2136

主な
開庁窓口

　今年で41回目となる蘇我コミュニテ
ィまつりを開催します。蘇我コミュニ
ティセンターで活動しているサークル
の皆さんが中心となって、日頃の成果
を披露する舞台発表や作品展示を行い
ます。どなたでも楽しめるコーナーが
盛りだくさん！ 家族みんなでお気軽に
ご参加ください。
日時　11月16日㈯9：30～16：30
　　　11月17日㈰10：00～16：30
会場　蘇我コミュニティセンター
＊ 11月15日㈮～18日㈪は会場設営な

どのため休館となり、全館利用でき
ません。

＊ 駐車場には限りがありますので、公
共交通機関をご利用ください。

Ｔ 蘇我コミュニティまつり実行委員会
事務局 ☎264-8331 Ｆ265-2796

11月16日㈯ 11月17日㈰
卓球大会、
囲碁・将棋大会、
日本舞踊発表、
民謡、詩吟、
殺陣の発表、
銭太鼓、民舞、
野菜の直
売（売り
切れ次第
終了）

第8回蘇我コミュニ
ティ杯ミニサッカー
大会、カラオケ発表、
親子リトミック、和
楽器演奏、ジャズダ
ンス、ダンスサーク
ル発表会、
ガラポン
抽選会

両日
共通

ロビーコンサート（楽器演奏、合
唱、ダンスなど）、絵画・書道・手
芸・陶芸などの作品展示・販売、フ
ラワーアレンジ、リトミックなど
の活動体験・実演。
ゲームコーナー、
模擬店、
カフェコーナー

わくわくヘルスアップ中央 　運動習慣を身につけるきっかけとなるイベントを開催し
ます。子どもから大人まで楽しめる企画がありますので、
ぜひ、当日直接会場にお越しください。

日　時　11月17日㈰12：30～15：30（入場は15：00まで）
会　場　新宿小学校体育館（中央区新宿2-15-1）
持ち物　運動できる上履き、飲み物
　　　　動きやすい服装でお越しください。 ＊2コーナー以上体験された方には粗品を贈呈（先着150人）

＊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中央保健福祉センター健康課 ☎221-2582 Ｆ221-2590

　中央区の隠れた魅力や歴史を巡る中央区魅
力再発見まち歩きツアーを開催します。
　今回のテーマは、「生実エリアの歴史を探
る！新発見ウォーキング」です。
　市観光協会のちばシティガイドとともに大
百池公園、八剣神社や大覚寺山古墳など生実エリアの歴史と文
化を巡り、いつもの街で新しい発見をしてみませんか。
日　　時　11月23日㈷9：00～12：00　雨天中止
集　　合　京成千原線学園前駅
解　　散　生實神社（中央区生実町1550-1）
定　　員　35人
申込方法　 11月15日㈮必着。はがきに、代表者の住所・氏名・

年齢・電話番号、参加希望者全員の氏名・年齢を明記
して、〒260-8733中央区中央4-5-1中央区地域振
興課まち歩きツアー受付係へ。FAX、Ｅメール【下
記】でも受け付けます。抽選結果は全員にお知らせ
します。

＊お身体の不自由な方は事前にご相談ください。
＊ 区ホームページにコース（約4km）の見どころを掲載していま

すので、ぜひご覧ください。
　詳しくは、 千葉市中央区　まち歩きツアー　

Ｔ中央区地域振興課地域づくり支援室 
　☎221-2105 Ｆ221-2179 Ｅchiiki.CHU@city.chiba.lg.jp

　Let's enjoy そがでは、今年もJR
蘇我駅周辺の店舗を募り、スタンプ
ラリーを開催します。ぜひ、この機
会に蘇我のまちを巡りながら新た
な発見をするとともに、豪華賞品が
当たる抽選会に参加しましょう !
＊ 「Let's enjoy そが」とは、ホームタウンを育て、JR蘇我駅周

辺の活性化を図るため、地域の住民や企業、大学、ジェフお
よび千葉市がそれぞれの立場で何ができるのかを話し合う場
として、さまざまな活動を行っている団体です。

実 施 期 間　11月24日㈰まで
抽選会日時　 11月23日㈷・24日㈰10：00～15：00 

＊最終日は、賞品がなくなり次第終了となります。
抽 選 会 場　 スポーツ＆バリューモールGLOBO 

（中央区川崎町1-34）
ル ール概要　スタンプラリーのチラシを蘇我駅東口

商店会（20店舗）、蘇我駅西口参加店（10店舗）、
JR蘇我駅内Dila蘇我（7店舗）、GLOBO（18店舗）、
ファッションスクエア蘇我（6店舗）、ベイフロント蘇我（7
店舗）、蘇我コミュニティセンターで入手し、スタンプを集め
ると、スタンプの数に応じて抽選に参加することができます。

＊スタンプの捺印条件は店舗によって異なります。
Ｔ市街地整備課（Let’s enjoy そが事務局）
　☎245-5325 Ｆ245-5560

運動体験コーナー
ヒップホップダンス、よさこい踊り、ダブルダッチ　
スポーツテストコーナー
握力測定、歩幅測定、ロコモ度チェックなど
相談コーナー
医師、歯科医師、薬剤師によるミニ講座と個別相談
健康度測定コーナー
からだ（筋肉、脂肪量）、血管年齢、骨健康度、肺年齢、肌質 
などの測定
＊ 測定は20歳以上　原則1人1測定（各先着50人）
体験コーナー
ボッチャ体験、野菜を測ってみようなど

中央区魅力再発見
まち歩きツアー !

参加者
募集

遺跡に古墳 !?  生実の歴史と文化の魅力に迫る

蘇我コミュニティまつり


