
場所若葉保健福祉センター（若葉区貝塚2-19-1）
申3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

いずれも予約制（当日受付不可）
詳しくは、

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。

都賀コミュニティセンターの催し

あそび歌と絵本の会
日時3月3日㈬10：30～11：30
対象1～5歳児と保護者
定員先着3組6人
味噌づくり教室
日時3月21日㈰9：30～13：00
対象成人　定員先着15人
料金2,600円
木育おもちゃの広場
日時3月24日㈬10：30～12：00
対象1～5歳児と保護者
定員先着3組6人
申直接または電話で、都賀コミュニティセ
ンター☎233-4211
問同センター☎前記FAX233-8204

千城台コミュニティセンターの催し

木育おもちゃと絵本読み聞かせ
日時3月6日㈯10：30～12：00
対象就学前児と保護者
定員先着10組
申直接または電話で、千城台コミュニティ
センター☎237-2241
問同センター☎前記FAX237-9213

千葉市　若葉区健康課 今月の区役所休日開庁日

相談・教室名 日　時 対象・定員 内容など

歯科相談
問健康づくり班

3/2㈫14：00～15：00
3/12㈮・17㈬10：30～14：00 成人

むし歯予防や歯周病予防など、歯についての個別相談。
3/12㈮・17㈬9：30～15：30 乳幼児

栄養相談
問健康づくり班

3/5㈮・11㈭・17㈬・23㈫
9：30～14：00 乳幼児～高齢者 管理栄養士による離乳食や生活習慣病などの個別相談。

特定保健指導を受けている方はご遠慮ください。

精神保健福祉相談
問こころと難病の相談班

3/11㈭14：00～16:00　
3/25㈭9：30～11：30

心の健康でお悩みの方
または家族
定員＝各3人

専門医による憂うつ･眠れないなど悩みについての相談。

健康・禁煙相談　　　　　
問健康づくり班 3/17㈬9：30～14：00 成人 生活習慣病についての相談や健診の結果の見方。

禁煙にむけての支援・情報提供。　　

期日前投票所 選挙名 投票期間 投票時間

若葉区役所2階講堂
県知事選挙 3/　5㈮～20㈯

8：30～20：00市長選挙 3/　8㈪～20㈯
市議会議員補欠選挙（若葉区） 3/13㈯～20㈯

千城台コミュニティセンター1階多目的室 県知事選挙・市長選挙 3/　8㈪～20㈯ 9：00～20：00市議会議員補欠選挙（若葉区） 3/13㈯～20㈯

法律相談…相続、離婚などの諸問題
毎週水曜日、3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
3月19日㈮� 10：00～15：00

＊�3月5日㈮9：00から電話で申し込
み（先着8人）。

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�FAX233-8163

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
3月5日㈮� 9：00～16：00

各種相談案内 無料

電
話
相
談
も
可

相
談
は
面
談
の
み

3月14日㈰・28日㈰9：00～12：30

統一標語　「すてないで　あなたの一票　その手から」

投票日当日に仕事や所用などで投票に行けない方は、若葉区役所と千城台コミュニティセンターで期日前投票ができます。
投票所入場整理券が届いている方は、裏面の請求書（兼宣誓書）に住所・氏名・生年月日・事由を記入し、お持ちください。
投票所入場整理券が届いていない方は、投票所に宣誓書が備え付けてありますので、ご記入ください。
2つの投票所では、選挙ごとに投票期間・投票時間が異なりますのでご注意ください。

＊今回、イコアス千城台（旧ラパーク千城台）は期日前投票所ではありません。
＊駐車場の台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

3/21㈰の若葉区投票所一覧表

問若葉区選挙管理委員会�☎233-8121�FAX233-8162

期日前投票

 

棄権せず
投票しよう‼

　コロナ禍の今、ラジオ体操が注目され
ています。たった3分でできる全身運動
で、いつでも、どこでも、誰とでも、も
ちろん一人でも行うことができます。運
動不足解消のため、日々の健康づくりに
励みましょう。
　区内のラジオ体操グループは、新型コ
ロナウイルスの感染対策をしながら活動
しています。各グループの情報について
詳しくは、
問若葉保健福祉センター健康課
☎233-8714�FAX233-8198

7：00～20：00
投票所は、「3/21(日)の若葉
区投票所一覧表」【下表】のと
おりです。

千葉県知事選挙 ·千葉県知事選挙 · 千葉千葉市長選挙 ·市長選挙 ·
千葉千葉市議会議員補欠選挙（市議会議員補欠選挙（若葉区）若葉区）

目覚めよカラダ‼
ラジオ体操で健康づくり

投票区 投票所 町名

14 千城台東小学校 御成台1～4丁目、下田町一部、千城台北3・
4丁目、千城台東1・2丁目、谷当町一部

15 千城台旭小学校 金親町、千城台東3・4丁目

16 千城台南小学校 千城台南1～4丁目

17 坂月小学校 大草町、太田町、小倉町一部、坂月町

18 加曽利中学校 加曽利町

19 千城小学校 大宮町一部

20 大宮小学校 大宮町一部、大宮台1～7丁目、北大宮台

21 白井小学校 五十土町、和泉町、大広町、野呂町

22 本郷自治会館 古泉町一部、中野町

23 富田分校 古泉町一部、富田町、中田町一部

24 更科小学校 小間子町、上泉町、御殿町、更科町、下泉町

25 下田町自治会館 大井戸町、下田町一部、旦谷町、谷当町一部

26 貝塚中学校 貝塚1丁目、桜木1丁目一部、桜木5丁目

27 泉市民センター 川井町、北谷津町、佐和町、高根町、多部田
町、中田町一部

28 市営貝塚第2団地
集会所 貝塚町一部

29 東寺山県営住宅
集会所 高品町西部、東寺山町南部

投票区 投票所 町名
1 若葉区役所 桜木6丁目、桜木北2・3丁目、都賀3～5丁目

2 桜木小学校 桜木1丁目一部、桜木2～4・7・8丁目、桜木
北1丁目一部

3 北貝塚小学校 貝塚2丁目、貝塚町北部、高品町北部、都賀
1・2丁目、西都賀1・2丁目、原町一部

4 ＪＡ千葉みらい
中央支店 高品町一部

5 みつわ台南小学校 殿台町、原町一部、東寺山町、みつわ台1・
2丁目

6 源小学校 愛生町、みつわ台4丁目一部、みつわ台5丁
目一部、源町一部

7 みつわ台北小学校
原町北部、東寺山町一部、みつわ台3丁目、
みつわ台4丁目一部、みつわ台5丁目一部、
源町一部

8 都賀の台小学校 都賀の台1～4丁目、西都賀3～5丁目、若松
町西部

9 若松小学校 若松町一部、若松町（自衛隊）

10 若松台小学校 若松町東部、若松台1～3丁目

11 若松中学校 若松町一部

12 小倉小学校 小倉町一部、小倉台1～7丁目、桜木北1丁
目東部

13
千城台わかば小学
校（旧千城台西小
学校）

千城台北1・2丁目、千城台西1～3丁目
＊詳しくは、投票所入場整理券に記載の案内図でご確認ください。

せんきょ君

若葉区　ラジオ体操　

投票時間
3/21㈰
投票日

記号の見方、申込時に記載する必要事項は【13面】参照　特に記載のないものは3月1日㈪から受け付け

新型コロナウイルスの影響で、催しが中止・延期となる場合があります。詳しくは、各催しの問い合わせ先へ。
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　� 区版編集　若葉区役所地域振興課　☎043-233-8120　FAX 043-233-8162

　　問　健康づくり班☎233-8714　こころと難病の相談班☎233-8715　FAX233-8198

古紙配合率100％再生�
紙を使用しています

若 葉 区 版

ちば市政だより

加曽利貝塚PR大使
かそりーぬ

人　口：149,536人　前月比15人増
　（男75,663人　女73,873人）
世帯数：66,850世帯
（2021年2月1日現在）
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千葉市　若葉区役所　


