
分譲マンション相談･アドバ
イザー派遣

日時10月8日㈭＝大規模修繕、維持管
理、建替えに関する相談。10月15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

外国人のための労働相談･法
律相談

日時①労働＝10月10日㈯。②法律＝10月
19日㈪。いずれも、13：00～16：00
場所国際交流プラザ
内容①社会保険労務士による労働相
談、②弁護士による法律相談
定員各先着4人
備考通訳希望者は要事前相談
申①10月9日㈮･②16日㈮12：00まで
に電話で、国際交流協会☎245-5750
問同協会☎前記 FAX245-5751。日曜日
休業

目の愛護デー電話相談

日時10月11日㈰9：00～16：00
内容眼科医による目の健康についての
電話相談
備考相談専用電話☎242-4271
問県眼科医会☎04-7186-7425（火･金
曜日10：00～16：00） FAX332-9484

女性のための助産師による健
康相談

日時中央区＝10月14日㈬、稲毛区＝10月
23日㈮10：00～12：00。若葉区＝10月
14日㈬13：30～15：30
場所保健福祉センター
対象思春期から更年期までの月経など
に関すること、妊産婦の健康につい
て悩んでいる方
申電話で、同センター健康課･中央☎
221-2582、稲毛☎284-6494、若葉☎
233-8714
問健康推進課☎245-5794 FAX245-5659

不妊専門相談

面接相談
日時10月14日㈬14：15～16：30、30日
㈮17：45～20：00
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
定員各先着3人
申電話で、健康支援課☎238-9925

電話相談
日時10月1日～22日の木曜日15：30～
20：00（最終受付19：30）
内容助産師による相談。相談番号☎
090-6307-1122

問同課☎前記 FAX238-9946

こころの健康センターの相談

日時①高齢者相談＝10月15日㈭14：00
～16：00。②思春期相談＝10月23日
㈮、11月2日㈪10：00～12：00、11月
13日㈮14：00～16：00。③一般相談＝
11月4日㈬10：00～12：00。④ギャンブ
ル等依存相談＝11月11日㈬12：30～	
16：30。⑤アルコール･薬物依存相談
＝11月11日㈬14：00～16：00
内容①～③⑤専門医･④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①若葉区＝10月19日㈪、②緑区＝
11月5日㈭。いずれも、13：30～16：30
場所保健福祉センター
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）
定員各3人
備考1人50分程度
申①10月1日㈭～9日㈮、②10月13日
㈫～23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、FAX245-5631、Eメール
kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp
も可

募　集

100年ダンス動画コンテスト
の作品

人生100年時代に誰もが手軽に運動
習慣を身につけるきっかけづくりと
して制作した100年ダンスのダンス
動画を募集します。
募集作品＝100年ダンスのダンス動
画。
募集期間＝10月1日㈭～12月28日㈪
詳しくは、HP「千葉市　100年ダン
ス」で検索
問健康推進課☎245-5223 FAX245-5659

市スクールカウンセラー

児童生徒や保護者･教職員に、専門的
な知識･経験による適切な相談を行
います。
応募資格＝臨床心理士・公認心理師
の有資格者（来年3月末までに資格
取得見込みの方も可）など
申込期限＝11月6日㈮
応募方法など詳しくは、お問い合わ
せいただくか、HP（「千葉市スクール
カウンセラー」で検索）をご覧くだ
さい。
問教育支援課☎245-5935 FAX246-6148

市スクールソーシャルワーカ
ー

教育、社会福祉などの専門知識や技
術を用い、関係機関との連携により、
児童生徒や家庭への支援を行いま
す。応募資格＝社会福祉士･精神保健
福祉士の有資格者
申込期限＝11月13日㈮
応募方法など詳しくは、お問い合わ
せいただくか、HP（「千葉市スクール
ソーシャルワーカー」で検索）をご
覧ください。
問教育支援課☎245-5935 FAX246-6148

ランチ･ミーティングの参加
者

日時①11月12日㈭14：30～15：20、②12月
18日㈮13：30～14：20
場所市役所市長室

内容参加団体の活動内容についての意
見交換
定員1団体（5～9人）
申①10月8日㈭、②11月5日㈭必着｡は
に必のほか､ Ｅメールアドレス､ 団
体名、活動内容、参加人数、話し合
いたいテーマを明記して､ 〒260-
8722千葉市役所広報広聴課へ｡ FAX
245-5796、電子申請も可
問同課☎245-5298 FAX前記

市長との対話会の参加者

日時 場所11月15日㈰13：00～14：00＝美浜
区真砂コミュニティセンター。11月
21日㈯10：30～11：30＝緑保健福祉セ
ンター
内容新型コロナウイルス感染症への対
応について、市長が説明します。
定員各先着30人
申電話で、広報広聴課☎245-5298。
FAX 245-5796・Eメールkohokocho.CIC@
city.chiba.lg.jp（必のほか、希望
会場（1人1会場）、参加者全員の氏
名（フリガナ）を明記）、電子申請
も可

成人を祝う会
二十歳の決意の発表者

日時来年1月11日㈷①10：15～11：00、
②12：30～13：15、③14：45～15：30
場所千葉ポートアリーナ
対象①中央区･若葉区、②稲毛区･美浜
区、③花見川区･緑区在住の、2000
年（平成12年）4月2日～2001年（平
成13年）4月1日生まれの方
定員各回1人（選考により決定）
申10月23日㈮必着。20歳を迎えての
感想･決意を800字以内にまとめた用
紙と、別紙に必のほか、生年月日を
明記して、〒260-8722千葉市役所健
全育成課へ。 Eメールseijinwoiwaukai@
city.chiba.lg.jpも可
問同課☎245-5973 FAX245-5995

特別養護老人ホーム「ハピネ
ス稲毛」の入居者

来年4月1日㈭開所予定の「介護老人
福祉施設ハピネス稲毛」（稲毛区長
沼原町847-7）の入居者を募集しま
す。
対象原則、要介護3～5で、自宅での介
護が困難な方
問同施設☎070-2472-4342 FAX0467-55-
1465

特別養護老人ホーム「若葉い
こいの里」の入居者

来年4月1日㈭開所予定の「特別養護
老人ホーム若葉いこいの里」（若葉
区若松町531-156）の入居者を募集し
ます。
対象原則、要介護3～5で、自宅での介
護が困難な方
問同施設☎048-953-9640 FAX048-953-
9690

お知らせ

ジェフユナイテッド千葉
試合日程

10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。

日程 開始時間 対戦チーム
10/10㈯ 15：00 水戸ホーリーホック
17㈯ 15：00 FC町田ゼルビア
21㈬ 19：00 ツエーゲン金沢

問観光MICE企画課☎245-5897 FAX
245-5669

千葉ロッテマリーンズ
試合日程

10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
10/2㈮ 18：00 埼玉西武
3㈯ 14：00 埼玉西武
4㈰ 13：00 埼玉西武
6㈫ 18：00 オリックス
7㈬ 18：00 オリックス
8㈭ 18：00 オリックス
13㈫ 18：00 楽天
14㈬ 18：00 楽天
15㈭ 18：00 楽天
16㈮ 18：00 北海道日本ハム
17㈯ 14：00 北海道日本ハム
18㈰ 13：00 北海道日本ハム
30㈮ 18：00 楽天
31㈯ 14：00 楽天

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

千葉ウシノヒロバ
バーベキュー利用予約開始

千葉ウシノヒロバ（若葉区富田町
983-1）で、10月31日㈯からバーベキ
ューエリアの利用を開始します。利
用予約方法など詳しくは、HP「千葉
ウシノヒロバ」で検索
問千葉ウシノヒロバ☎235-8376、農
政課 FAX245-5884

千葉都市計画説明会

日時10月17日㈯10：00～11：00
場所幕張公民館
内容千葉都市計画道路3･4･37号幕張本
郷松波線（変更）＝花見川区武石町
2丁目、幕張町3･4丁目、瑞穂3丁目の
各一部
備考説明会資料＝10月2日㈮から、都市
計画課で配布。同課HPから印刷も可
問同課☎245-5349 FAX245-5627

市戦没者追悼式

日時10月23日㈮14：00～15：00
場所文化センター
内容戦争や戦災による死没者に弔意を
表し、平和祈念のための追悼式を行
います。
定員40人
備考後日、式の模様をHPに掲載。HP「千
葉市　戦没者追悼式」で検索
申10月8日㈭までに電話で、地域福祉
課☎245-5219。 FAX245-5620も可（必
を明記）

10月26日㈪は図書館・公民
館図書室が休館（室）

電気設備定期点検に伴
い、みずほハスの花図書
館を含む、全ての図書館
・公民館図書室が休館
（室）します。図書館HPもご覧になれ
ません。
問中央図書館管理課☎287-4081 FAX
287-4074

10月15日㈭～21日㈬は違反
建築防止週間

市では、期間中に建築パトロールを
行います。建物を建てる場合は、建
築基準法などの法令で定める基準や
手続きを守り、完了した段階で、建
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