
～14：30
対象小学生

②Scratchプログラミングを楽しも
う

日時10月10日㈯11：00～12：00、14：00
～15：00
対象小学4年生以上の方

③光るプラスチックバッジをつくろ
う

日時10月10日㈯10：30～11：30、13：30
～14：30
対象小学3年生以上の方

④ミニ星座板を作ろう（星空紹介）
日時10月10日㈯11：00～12：00、14：00
～15：00
対象小学生以上

⑤風力発電で電気を作ろう
日時10月11日㈰11：00～12：00、14：00
～15：00
対象小学生以上

⑥ レモン電池でLEDが光る‼
　「なでてくん」を作ろう

日時10月11日㈰10：30～11：30、13：30
～14：30
対象小学5年生以上

⑦ フラフープ人形を作って動きが　
伝わる仕組みを学ぼう‼
日時10月11日㈰10：30～11：30、13：30
～14：30

⑧記念講演会
日時Ⓐ日本人起源論最近の進展＝
10/3㈯、Ⓑがん治療の未来＝10/4
㈰、Ⓒ系外惑星のお話=10/18㈰、
Ⓓ東洋医学のお話=10/25㈰。Ⓐ
14：30～16：00、Ⓑ10：30～12：00、
ⒸⒹ13：30～15：00
対象高校生以上の方
料金ⒶⒷ要入館料

場所科学館
定員①③④⑥⑦各回10人、②⑤各回9
人、⑧ⒶⒷ先着40人、⑧ⒸⒹ先着100
人
申①～⑦9月29日㈫までにHP（「千
葉市科学フェスタ」から検索）か
ら。往も可。詳しくは、HPをご覧く
ださい。⑧9/5㈯から電話で☎308-
0511
問同館☎前記 FAX308-0520

相　談

くらしとすまい･法律
特設相談

くらしとすまいの特設相談
日時9月9日㈬10：00～15：00
内容相続･遺言、登記、税、不動産取
引、建築･リフォーム、土地の境界
定員各相談先着8人
備考1人30分｡ 電話相談不可
申電話で、広報広聴課☎245-5609

特設法律相談
日時9月26日㈯13：00～16：00
内容弁護士による相談
定員16人
備考1人20分｡ 裁判所で訴訟･調停中
のもの､ 電話相談は不可
申9月17日㈭までに電話で、同課☎
前記｡ 電子申請も可

場所中央コミュニティセンター
問同課☎前記 FAX245-5796	

女性のための助産師による健
康相談

日時緑区＝9月16日㈬、花見川区＝29日
㈫。いずれも、10：00～12：00
場所保健福祉センター
対象思春期から更年期の月経に関す	
ることや妊産婦の健康で悩んでいる
方

申電話で、同センター健康課･花見川
☎275-6296、緑☎292-2630
問健康推進課☎245-5794 FAX245-5659

不妊専門相談

日時9月9日㈬14：15～16：30
場所保健所
内容医師と助産師による相談
対象不妊や不育症でお悩みの方
定員先着3人
申電話で、健康支援課☎238-9925
問同課☎前記 FAX238-9946

消費生活センターの
多重債務者特別相談

日時9月10日㈭･24日㈭13：00～16：00
内容弁護士による相談
定員各先着6人
備考1人30分程度。相談には債務者本
人が来所。家族同伴も可。電話相談
不可
申電話で、消費生活センター☎207-
3000
問同センター☎前記 FAX207-3111

分譲マンション相談･アドバ
イザー派遣

日時9月10日㈭＝大規模修繕、維持管
理、建替えに関する相談。17日㈭＝
法律相談など。いずれも、13：30～
16：30
場所中央コミュニティセンター
備考相談結果により、現地で助言を行
うアドバイザーの派遣も可
申前週金曜日までに電話で、すまい
のコンシェルジュ☎245-5690。 FAX
245-5691も可（必を明記）
問住宅政策課☎245-5849 FAX245-5795

難病医師相談

神経・筋難病
日時9月11日㈮、10月23日㈮13：00～
16：00
対象パーキンソン病、脊髄小脳変性
症、重症筋無力症、多発性硬化症、
多系統萎縮症、筋萎縮性側索硬化
症、スモンなどでお悩みの方と家
族

消化器系難病
日時10月8日㈭13：00～16：00
対象潰瘍性大腸炎、クローン病、ベ
ーチェット病（腸管型）などでお
悩みの方と家族

膠原(こうげん)病
日時10月29日㈭13：00～16：00
対象全身性エリテマトーデス、ベー
チェット病、全身性強皮症、皮膚
筋炎、多発性筋炎、シェーグレン
症候群、関節リウマチなどでお悩
みの方と家族

場所総合保健医療センター
内容専門医による個別相談
定員各先着6人
申電話で、健康支援課☎238-9968
問同課☎前記 FAX238-9946

農地･農業に関する法律相談

日時9月16日㈬、10月19日㈪、11月16日
㈪、12月16日㈬、来年1月15日㈮、2月
17日㈬、3月16日㈫13：30～16：30
場所中央コミュニティセンター
内容弁護士による農地の相続･売買･賃
貸借などの相談
対象農地･農業の法律上の問題でお悩
みの方（業務として従事する方を除
く）
定員各先着3人
備考1人50分。参考資料、経緯などを簡
単にまとめたメモを持参
申相談日の前々日17：00までに電話

で、農業委員会☎245-5767
問同委員会☎前記 FAX245-5895

こころの健康センターの相談

日時①高齢者相談＝9月17日㈭14：00～
16：00。②アルコール･薬物依存相談
＝9月18日㈮15：30～17：00、23日㈬
14：00～16：00。③思春期相談＝9月
25日㈮、10月5日㈪10：00～12：00、9
日㈮14：00～16：00。④一般相談＝10
月7日㈬10：00～12：00。⑤ギャンブ
ル等依存相談＝10月14日㈬12：30～
16：30
内容①～④専門医･⑤司法書士による
相談
対象本人または家族
申電話で、こころの健康センター☎
204-1582
問同センター☎前記 FAX204-1584

弁護士による養育費相談

日時10月2日㈮13：30～16：30
場所稲毛保健福祉センター
内容離婚に伴う養育費など
対象市内在住のひとり親家庭の方、離
婚を考えている方（子どもがいる方
に限る）
定員3人
備考1人50分程度
申9月9日㈬～18日㈮必着。はに必を
明記して、〒260-8722千葉市役所こ
ども家庭支援課へ。☎245-5179、 FAX
245-5631、Eメールkateishien.CFC@city.
chiba.lg.jpも可

青少年の悩みごと相談

日時平日9：00～17：00
内容非行問題、いじめ、不登校など青
少年の悩みごと
相談先＝青少年サポートセンター
（中央コミュニティセンター内）☎
382-7830 FAX382-7831、東分室（千城
台市民センター内）☎237-5411、西
分室（市教育会館内）☎277-0007、
南分室（鎌取コミュニティセンター
等複合施設内）☎293-5811、北分室
（花見川市民センター等複合施設内）
☎259-1110

ささいなことでも構いま
せん。お気軽にご相談く
ださい。

募　集

市営住宅の空き家入居者

一般
申込資格＝入居収入基準内の世
帯、緊急連絡先を立てられるなど
の要件を満たす方

期限付き（子育て世帯向け）
申込資格＝一般の要件【前記】に
加え、小学生以下の子どもと45歳
以下の親のみの世帯の方
入居期限＝入居日から10年間

入居予定日＝来年1月1日㈷以降
抽選日＝10月30日㈮
申込書配布場所＝9月25日㈮から、市
住宅供給公社、区役所地域振興課、
県住まい情報プラザ（中央区栄町1-

16）
申10月10日㈯消印有効。申込書と必
要書類を、〒260-0026中央区千葉港
2-1千葉市住宅供給公社へ。重複申込
は無効
問同公社☎245-7515 FAX245-7517

防災普及車（起震車）の利用
者

地震や煙などの
体験を通じて、
いざというとき
に身の安全を守
る方法を学ぶ、
防災普及車（起震車）の利用者を募
集します。
日時12月～来年2月で希望する日の午
前または午後
対象市内の町内自治会･防災会や事業
所など
備考利用場所は市内のみ、営利目的の
利用は不可。詳しくは、「千葉市　防
災普及車」で検索
申9月30日㈬必着。往（1団体1通）に
必のほか、団体名、担当者名を明記
して、〒261-0004美浜区高洲4-1-16千
葉市防災普及公社へ。HPからも可
問同公社☎248-5378 FAX248-7748

健康づくりのためのフィット
ネス利用者

日時11～12月の2カ月間（利用は8回ま
で）	
対象65歳以上で利用希望施設の会員で
ない方（要支援・要介護認定者など
を除く）	
定員各施設20人程度	
料金4,000円	
備考利用可能施設など詳しくは、募集
案内（保健福祉センターで配布また
はHP「千葉市　シニアフィットネス」
で検索）をご覧ください。結果は、
全員に10月下旬に郵送	
申9月15日㈫必着。往に必のほか、生
年月日、施設名を明記して、〒260-
8722千葉市役所健康推進課へ。電子
申請も可	
問同課☎245-5146 FAX245-5659

お知らせ

千葉ロッテマリーンズ
試合日程

9月にZOZOマリンスタジアムで行
われる千葉ロッテマリーンズの試合
日程をお知らせします。

日程 開始時間 対戦チーム
9/ 1㈫ 18：00 埼玉西武

2㈬ 18：00 埼玉西武
3㈭ 18：00 埼玉西武
8㈫ 18：00 北海道日本ハム
9㈬ 18：00 北海道日本ハム
10㈭ 18：00 北海道日本ハム
11㈮ 18：00 オリックス
12㈯ 17：00 オリックス
13㈰ 17：00 オリックス
25㈮ 18：00 福岡ソフトバンク
26㈯ 14：00 福岡ソフトバンク
27㈰ 13：00 福岡ソフトバンク

問ZOZOマリンスタジアムテレフ
ォンサービス☎296-1189（試合に関
すること）、マリーンズ･インフォメ
ーションセンター☎03-5682-6341、
観光MICE企画課 FAX245-5669

ジェフユナイテッド千葉
試合日程

9月にフクダ電子アリーナで行われ
るジェフユナイテッド千葉の試合日
程をお知らせします。
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