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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11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

わくわくヘルスアップみつわ台
12月8日(日)9：30～12：00
みつわ台公民館
東京情報大学副学長による健康講談、

子育て応援相談、健康度測定コーナーなど
当日先着100人

Ｔみつわ台北小学校区社会体育振興会・ 
新保（しんぼ）さん☎090-7180-3201Ｆ255-7862

都賀コミュニティセンターの催し
あそび歌と絵本の会

11月6日㈬10：30～11：30
1～5歳児と保護者
先着15組

つくってあそぼ
ばありんずとお話会

11月13日㈬10：30～12：00
0～5歳児と保護者
先着10組

ハーモニカコンサート
11月19日㈫13：00～15：00
成人
先着100人

生きがい相談
11月27日㈬11：00～12：00
成人
先着10人

Ｍ直接または電話で、都賀コミュニティセ
ンター☎233-4211
Ｔ同センター ☎前記Ｆ233-8204

千城台コミュニティセンターの催し
千城台名作映画上映会

「人生、いろどり」
(2012年)

11月17日㈰10：00～
11：50、13：00～14：50

各当日先着80人
Ｔ千城台コミュニティセンター☎237-2241 
Ｆ237-9213

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）

Ｍ11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

　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

母子講演会
Ｔすこやか親子班 11/7㈭10：00～11：30

双子を妊娠している
方および育児中の方
定員＝20人

臨床心理士による双子の育児に関する講座と参加者同
士の交流会。

母親＆父親学級
Ｔすこやか親子班

11/11㈪9：30～12：00 来年1・2月に出産予
定の方とパートナー

赤ちゃんとの生活のイメージづくりや育児に関する講
義、実習。
持ち物＝母子健康手帳、応援プラン、筆記用具。

11/18㈪・25㈪9：30～12：00
全2回

これからお母さん・
お父さんになる方

参加者同士の交流を中心に、妊娠期から出産、産後の
生活に関する学習。
持ち物＝母子健康手帳、応援プラン、筆記用具。18日
は、動きやすい服装で。

時短・簡単クッキング
Ｔ健康づくり班

11/29㈮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。電子レン
ジの活用法や鉄をしっかり取る方法をお伝えします。
料金＝600円

12/5㈭10：30～13：30 成人
定員＝16人

時短、簡単に料理するポイントをお伝えします。
料金＝600円　会場＝加曽利公民館

講演会「原因不明の体調不良に
悩んでいませんか？」
Ｔ健康づくり班

12/3㈫14：00～15：30 成人
定員＝30人

倦怠感や頭痛、めまいなどの体調不良について、東洋
医学の観点でできる身体のケアや漢方治療の方法を内
科医師が講演します。

講演会「物忘れが多くなってき
ていませんか？～認知症の正し
い知識と日常生活の工夫～」
Ｔ健康づくり班

12/12㈭13：00～14：30 成人
定員＝30人

認知症の早期発見や治療、認知症対策のために日常生
活でできることについて内科医師が講演します。
会場＝若葉いきいきプラザ

＊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。

今月の区役所休日開庁日
11月10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
　11月1日㈮ 9：00～16：00
法律相談…相続、離婚などの諸問題
　毎週水曜日、11月22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
　11月15日㈮ 10：00～15：00
　＊ 11月1日㈮9：00から電話で申

し込み（先着8人）。

各種相談案内 無料

　ラジオ体操の正しい動きの習得と運動を継続させるためのコツをつかむ講座です。健康の
ために何か始めたいと考えている皆さん、まずはラジオ体操に挑戦してみませんか。

対　　象　 区内在住で成人の方（かかりつけ医から運動を制限されている方を除く）
定　　員　先着50人　　持ち物　飲み物、タオル　＊体を動かしやすい服装でお越しください。
申込方法　11月1日㈮9：00から電話で、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

日時　11月10日㈰９：30～11：30　荒天中止
会場　 JA千葉みらい農産物直売所しょいかーご千葉店（若葉区小倉町

871）
内容　 防火相談、応急手当の実技指導、消防団員募集案内、はしご車乗

車体験、車両展示（消防車、救急車、消防団車両）、ちびっこ消防
隊撮影、地震体験、消防音楽隊ミニコンサート、ちはなちゃん・か
そりーぬふれあいコーナー

Ｔ若葉消防署消防第一課 ☎237-7999 Ｆ237-8089

　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。生花を使った勝利の花束づくりに
挑戦してみませんか。園芸相談も行います。ぜひ、ご
参加ください。
日　　時　12月4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
費　　用　1,000円
申込方法　 11月18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、Ｅchiikidukuri.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

日程（全4回） 時間 会場 内容
12月 2日㈪ 14：00～16：00 植草学園大学 ラジオ体操講習会
        9日㈪ 13：30～16：00 若葉保健福祉センター 運動実習・講義・情報交換
      16日㈪ 13：30～16：00 若葉保健福祉センター 運動実習・講義
      23日㈪ 13：30～16：00 若葉保健福祉センター 運動実習・講義・情報交換
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「花のあふれるま
ちづくり」
シンボル

キャラクター
ちはなちゃん

会場で
お待ちしています

消防フェア 花づくり教室
～五輪でおなじみ!

ビクトリーブーケづくり～

ラジオ体操講座

2018年度ラジオ体操グループへの効果実感アンケートより

身体面の体調の変化 精神面の体調の変化

良くなった
71%

良くなった
65%

悪くなった
0% もともと良い

9%
未記入
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変わらない
22%

変わらない
17%

ラジオ体操の継続により、
約7割の方が健康力向上の効果を

感じています

　11月9日㈯～15日㈮の秋の全国
火災予防運動の一環として、若葉消
防署では消防フェアを開催します。
消防車両の展示や消防音楽隊ミニコ
ンサートなどを行いますので、ぜひ
お越しください。

参加者
募集


