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　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。

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
市 税 出 張 所

主な
開庁窓口

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。
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
　11月5日㈫� 9：00～16：00

法律相談…相続・離婚・訴訟など
　金曜日・11月26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
　11月19日㈫　10：00～15：00
　11月5日㈫9：00から電話で予約
　（先着8人）

稲毛保健福祉センター（稲毛区穴川4-12-4）
Ｍ11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

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 11/8㈮･11㈪9：30～15：00 管理栄養士による、食事についての個別相談。 各4人 ②

歯科相談 11/8㈮･25㈪9：30～15：00 歯科衛生士による歯周病予防や歯の磨き方など、歯の健康についての個
別相談。

各
15組 ②

精神保健福祉相談 11/22㈮15：10～17：10 精神科医による個別相談。憂鬱など、心の健康でお悩みの方や家族。 3人 ③
女性の健康相談 11/26㈫10：00～12：00 助産師による女性の心と体の不調などについての個別相談。 2人 ②

教
室

ヘルスサポーター養
成教室

11/13～12/4の水曜日
10：00～12：00　全4回

ラジオ体操・ウオーキングなどの運動を実施。
対象＝地域で運動を継続したい方、健康課の運動教室などをお手伝いで
きる方。

20人 ②

65歳からのいきいき
生活「プラチナ食事
セミナー」

Ⓐ12/3㈫10：00～13：00
Ⓑ　17㈫10：00～12：00
Ⓒ来年2/25㈫10：00～12：00

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
ぶ全3回の教室です。Ⓐ調理実習、Ⓑ筋トレ、Ⓒ食事の振り返り・脳トレ。
対象＝今年度は初めて参加される方。料金＝300円。申込期限＝11/25㈪。

20人 ②

もっと筋力アップ教
室

Ⓐ12/6㈮･Ⓑ20㈮
13：00～15：00　全2回

Ⓐ整形外科医師による講演会、Ⓑ理学療法士による運動指導。
対象＝運動習慣がある方。 30人 ②

講
演
会

正しく知ろう！ 泌
尿器トラブル 11/27㈬13：00～15：00 医師による講演会。高齢者に多い排尿トラブルの原因について知り、日

常生活の工夫や受診のタイミングなど、対処法を学びます。 30人 ②

血糖値と目の話 11/28㈭13：00～15：00 医師による講演会。血糖値が高いことで生じやすい目の病気について知
り、症状や予防法、治療法を学びます。 30人 ②

母子講演会「4～6歳
児の心とからだ」 12/3㈫10：00～12：00 臨床心理士と保健師による、4～6歳児のこころとからだの発達について

の講演。対象＝4～6歳児の保護者（託児なし）。 30人 ①

　市内の農家直送の野菜を販売します。数
に限りがありますので、お早めにお越しくだ
さい。
日　時　 11月10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 新鮮な
野菜が
いっぱい!

　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。
今回はアルパ奏者の池山由香さんが

「コーヒー・ルンバ」や「旅愁」などを
演奏します。
日時　11月15日㈮12：10～12：50
会場　稲毛区役所1階市民ロビー
定員　当日先着100人(立ち見可)
＊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

稲毛区役所
ランチタイムコンサート

　穴川コミュニティセンターで活動しているサークルが中心
となり、作品展示や発表のほか、模擬店での即売、リサイク
ルフリーマーケット、消防車両の展示、ハシゴ車の試乗、制
服着用の記念撮影など、子どもから大人まで楽しめるさまざ
まな催しを用意しています。
日　　時　11月3日㈷9：00～15：00
会　　場　 穴川コミュニティセンター、区役所前市民広場、

稲毛消防署
＊ 準備のため、10月29日㈫～11月2日㈯は一部の部屋と体

育館が利用できません。
＊公共交通機関をご利用ください。
Ｔ 穴川コミュニティまつり実行委員会事務局 

☎284-6155 Ｆ284-6156

　長沼コミュニティセンターで活動しているサークルや、周
辺地域の学校が集まり、年に1度のお祭りを盛り上げます。 
ダンス、コーラス、マジックや、小・中・高校吹奏楽部の発表
を行うほか、手作り雑貨の販売や、水彩画、アイシングクッ
キー、ステンドグラス、ヘアアレンジ、ハンドマッサージ、
アロマなどの体験もできます。おいしい手打ちそばなどの模
擬店もあります。
日　　時　11月24日㈰9：30～15：30
会　　場　長沼コミュニティセンター
＊ 準備のため、11月18日㈪～20日㈬は一部の部屋と体育館

が、11月21日㈭～23日㈷は全館利用できません。
Ｔ長沼コミュニティまつり実行委員会事務局
　☎257-6731 Ｆ257-6732

穴川コミュニティまつり 長沼コミュニティまつり

千葉経済大学祭
ボッチャ体験会

　区と相互連携協定を締結している
千葉経済大学では、参加者同士の交
流による共生社会の実現と、東京
2020競技大会の機運醸成のため、
ボッチャの体験会を開催します。
日時　11月9日㈯10：00～14：30
会場　千葉経済大学1号館玄関ホール
Ｔ稲毛区地域振興課 ☎284-6105

わくわくヘルスアップ千草台
～歩け稲毛  あなたのいっぽ！ ～

　健康づくりの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、気軽にできる運動を体験しませんか。
日　時　11月4日 13：00～16：00
　　　　（入場は15：30まで）雨天決行
会　場　千草台小学校体育館（稲毛区天台5-11-1）
持ち物　 上履き、飲み物、タオル 

体を動かしやすい服装でお越しください。
　　　　＊ 公共交通機関をご利用ください。
　　　　　先着150人に記念品進呈
運動体験　ウオーキング、腰痛･肩こり予防
のストレッチ、健康太極拳、みんなでヨガ体
験、シニアリーダー体操、ラジオ体操

健康度測定　体組成･血管年齢･骨健康度の
測定（各先着50人）
お肌の測定　お肌の水分･油分測定（先着50人）

パラスポーツ体験　パラリンピック競技ボ
ッチャの体験

健康相談　医師･歯科医師･薬剤師による個
別健康相談

情報コーナー
禁煙　禁煙方法を見つけよう
食育　バランスばっちりお弁当パズル
防災　AEDの展示、感震ブレーカーの紹介

親子で体験コーナー
◦手作りおもちゃで遊びましょう
◦消防服を着てみよう！
灯ろうづくりコーナー（先着70人）稲毛あか
り祭「夜灯」に飾るオリジナル灯ろう作り

（前夜祭11/23㈷、本祭24㈰）
運動自主グループ表彰　区内でラジオ体操
などに継続して取り組んでいる方を表彰
Ｔ稲毛保健福祉センター健康課 ☎043-284-6494

　乳幼児期に起こりやすい事故の予防
や手当ての方法、かかりやすい病気と
看病の仕方などを学びませんか。
日　時　11月16日㈯10：00～12：00
会　場　 稲毛保健福祉センター　
　　　　大会議室
対　象　 区内在住で
　　　　 就学前児の保護者
定　員　先着20人
料　金　1人100円
その他　動きやすい服装で。託児あり
　　　　 （要事前予約、0歳児は要相

談）。
申　込　 11月15日㈮までに電話で、

稲毛区赤十字奉仕団事務局
　　　　☎284-6160
Ｔ同事務局☎前記Ｆ290-8318

パパ･ママのための赤十字
救急法スクール

120周年記念イベント
「稲フェス」

　JR稲毛駅開業

　日　時　11月17日㈰
　　　　　9：30～16：00
　会　場　稲毛駅構内
ＴJR東日本お問い合わせセンター
　☎050-2016-1651
　Ｆ284-6149


