
【担当課】　健康づくり課　☎03 - 3602 - 1268
　健康的な食生活に関する情報や簡単レシピ、「かつしかの元気食堂」
認定店で食べられるメニューについて、区公式 YouTube チャンネル
で紹介します。動画を見てアンケートに答えると、抽
選でプレゼントが当たります。
　年間で７テーマの動画を順次公開します。
　詳しくは、区ホームページをご覧ください。

野菜料理を１皿プラスで健康に !
▶  野菜を食べたくなるような情報や、手間を
かけずにおいしく野菜を食べる方法を紹介
▶  区内に 77店ある「かつしかの元気食堂」認
定店で食べられるメニューを紹介

【アンケート回答期間】　9月30日㈮まで
【プレゼント内容】
▶ F

フィットビットインスパイア
itbit inspire2　３人

（身に着けると歩数や心拍数を測定できる他、消費エネルギーや睡眠
状況などが分かる機器。スマートフォンアプリと連携することもで
きます）
▶塩分計「塩分計る君」　７人
（スープなどの塩分濃度を測ることができます）
▶クオカード 1,000円分　10人

－－－－－－－－－かつしかの元気食堂推進事業－－－－－－－－－

かつしかの元気と健康は食生活から　

見て・学んで、健康と景品を手に入れよう！見て・学んで、健康と景品を手に入れよう！
－－－－－－－－－かつしかの元気食堂推進事業－－－－－－－－－

かつしかの元気と健康は食生活から　
オンライン

野菜料理を１皿プラスで健康に !
公開中

区の公式 SNSをご利用ください

YouTube

令和3年度の投稿数：767件令和3年度の投稿数：767件
https://www.facebook.com/
katsushika.city

令和3年度の投稿数：701件令和3年度の投稿数：701件
@katsushika_city

https://www.youtube.com/
user/citykatsushika

令和3年度の投稿数：147件令和3年度の投稿数：147件

Twitter Facebook

　区ではさまざまな SNSを活用して情報を発信しています。
【担当課】　広報課　☎03 - 5654 - 8115

区のお知らせやイベント情報などをお届けします

動画ならではの情報をお届けします

職人会まつり×かつしかミライ
テラス　初の同日開催

　５月21日・22日、テクノプ
ラザかつしかで、葛飾区伝統工
芸品の販売・実演などを行う「職
人会まつり」と、メイドインか
つしかの展示販売イベント「か
つしかミライテラス」が開催さ
れました。今年は初の同日開催
となり、親子でさまざまな体験
を楽しむ様子が見られました。

第３回　柴又フロリズ通り
フェスティバル

　5月22日、第３回柴又フロ
リズ通りフェスティバルが開
催されました。オーストリア
のウィーン市フロリズドルフ
区との友好都市提携35周年を
記念して、ワインをはじめと
した模擬店の出店や、アコー
ディオンの演奏などが行われ
ました。

葛飾区・第七消防方面
合同水防訓練

　5月28日、柴又公園で葛飾
区・第七消防方面合同水防訓
練を実施し、東京消防庁や地
域住民など約320人が参加し
ました。河川氾濫の防止とし
て積み土のう工法の訓練や、
京成本線荒川橋梁部の越水対
策である大型止水板などの設
置訓練を行いました。

区ホームページやフェイスブック、ツイッターで発信している
区の出来事の一部を紹介します。

【担当課】　広報課
☎03 - 5654 - 8115
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堀切菖蒲園　ライトアップ

　６月10日・11日、堀切菖蒲園でラ
イトアップが行われました。美しく咲
き誇る花菖蒲が光に照らされ、幻想
的な雰囲気を醸し出していました。
　５月30日～６月19日の菖蒲ま
つり期間中には、ライトアップの
他にも多くのイベントが実施され、
多くの方々が見頃を迎えた花菖蒲
を楽しんでいました。

区公式ツイッター 区公式フェイスブック ツイート
ランキング
（5月 16日～ 6月 15日）

1位　人気YouTuberフィッシャーズがかつしか観光大使に就任
２位　2022葛飾菖蒲まつり開催 ３位　南葛 SCの選手にサインをいただきました

かつしかを伝え隊かつしかを伝え隊

　東京2020 オリンピック・パ
ラリンピックでは、さまざまな競
技が大きな注目を浴びました。そ
のパラリンピック競技の一つであ
るボッチャの普及推進や選手のサ
ポートを行っているのが、葛飾区
ボッチャ協会です。
　ボッチャは、脳性まひなどの障
害のある方のためにヨーロッパで
考案されました。一つのジャック
ボール（目標球）を目がけて赤と
青6球ずつのボールを投げたり転
がしたりして、どれだけジャック

ボールに近づけられるかを競うス
ポーツです。
　区内では、スポーツ推進委員
協議会が平成22年ごろからボッ
チャの普及に取り組み始め、平
成30年にボッチャ協会が設立さ
れました。現在では、高校生から
70代まで、47人の方が協会員や
選手として活動しています。主
に、レクリエーションボッチャ教
室や体験会などの開催による普及
活動、交流大会の実施、審判や選
手の育成などを行っています。

　ボッチャ協会副会長の大
おお

塚
つか

和
かず

男
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さんは「ボッチャは元からあるス
ポーツを障害者用にアレンジした
ものではなく、障害のある方のた
めに考案されたスポーツです。そ
のため、年齢も障害の有無も関係
なく、誰もが同じルールで楽しむ
ことができる上、障害のある方と
の交流のきっかけにもなります。
最近では体験会の参加者も増え、
区内での普及が進んできているな
と感じますね。ルール改正が多い
ので対応が大変ですが、研修会な

どを開いてみんなで頑張って勉強
しています。今年度は、より一層
の競技普及や選手育成に向けて、
外部団体とも連携してイベントを
増やす予定ですので、より多くの
方々に参加していただけると嬉し
いです」と話してくれました。

　地域の皆さん・事業者・区が「地域を
より住みやすく、より良いまちにし
よう」と考えて協力する『協働』の取
り組みが区内に広がっています。
【担当課】　政策企画課協働推進担当
　　　　　 ☎03 - 5654 - 8177

葛飾区ボッチャ協会葛飾区ボッチャ協会

　イベントなどについて詳しく
知りたい方は、葛飾区ボッチャ
協会（ katsushikaku_bocc
ia@yahoo.co.jp）までお問い
合わせください。
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女性に多いこころ
の健康問題のケア

コロナ禍のストレ
スへの対処

ストレス・サイン
と対処法

こころとからだの健康相談
自死遺族の方の相談
保健師や精神科医によるこころとからだの相談を受け付けて

います（精神科医は予約制）。また、保健師による自死遺族の方
の相談も受け付けています。
保健センターについては、11面上欄を参照してください。

【相談日時】 月～金曜日（祝日を除く）／午前8時30分～午後5時

自殺防止！東京キャンペーン（相談窓口）▲

相談ほっとLINE＠東京
右のQRコードから友だち登録をして相談

できます。
【受付時間】 午後3時～10時30分

▲

東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～
�0570‐087478

【受付時間】 3月27日㈰～31日㈭は24時間対応。その他の期間
は正午～翌午前5時30分。

▲

自死遺族相談ダイヤル �03‐3261‐4350
【受付時間】 3月4日㈮・5日㈯・7日㈪は午前10時～午後8時
その他の期間は毎週木曜日午前10時～午後8時、毎週日曜日

午前10時～午後6時。

講演会の動画を配信しています
区公式YouTubeチャンネルで動画をご覧になれます。

「こころの健康の保ち方」

区ホームページ（トップ→くらしのガ
イド→健康・医療・衛生→自殺対策→葛
飾区の自殺対策について）からもご覧に
なれます。

「こころの体温計」でストレスチェック
してみませんか？
パソコンやスマートフォンで、いつでも気軽に
ストレス度や落ち込み度をチェックできます。
右のＱＲコードの他、区ホームページ（トップ

→くらしのガイド→健康・医療・衛生→こころの
健康→「こころの体温計」）からもご利用できます。
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2週間以上当てはまる項目にチェックしてみましょう。
□ 毎日の生活に充実感がない
□ これまで楽しんでいたことが、楽しめなくなった
□ 以前は楽にできていたことが、今では億劫に感じる
□ 自分が役に立つ人間だと思えない
□ わけもなく疲れたように感じる
チェックが2つ以上ある方や、毎日の生活がつらいと感じ

る方は、こころが落ち込んでいてうつ状態になっているかも
しれません。一人で抱えてしまう前に、周りの人や相談窓口
に相談しましょう。

誰誰もも自自殺殺にに追追いい込込ままれれるるここととののなないい、、
いいののちち支支ええるる葛葛飾飾区区ををめめざざししてて

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症はは、、健健康康面面ににととどどままららずず、、生生活活ののああららゆゆるる面面
にに影影響響をを与与ええてていいまますす。。
就就業業環環境境のの変変化化やや、、生生活活のの不不安安定定ななどどにによよりり、、心心身身のの疲疲れれもも溜溜ままりりややすす

くくななっってていいまますす。。一一人人でで抱抱ええててししままうう前前にに、、周周りりのの人人やや相相談談窓窓口口にに相相談談しし
ててくくだだささいい。。 【【担担当当課課】】 保保健健予予防防課課 ��0033‐‐33660022‐‐11227744

特殊詐欺
令和3年の被害 約2億4，700万円 112件

（亀有警察署・葛飾警察署調べ）
被害が最も多い手口 預貯金詐欺
預貯金詐欺とは、警察官や金融機関職員を名乗る者から

「カードが不正に利用されている。新しくする必要がある」
などと電話があり、その後、自宅を訪れた犯人にキャッシ
ュカードをだまし取られ、現金を引き出されてしまうとい
うものです。

詐欺の被害に遭わないために
電話でお金の話が出たら全て詐欺です。家にいる時でも、留守番電話に設定

して、相手を確認するなど、犯人からの電話に出ないようにしましょう。また、
知らない電話番号には連絡しないようにしましょう。

自動通話録音機は、着信があると自動で警告メッセージが流れ、通話内
容を録音します。
犯人は自分の声が録音されることを嫌うため、特殊詐欺被害の未然防止

に非常に有効です。
【対象】 区内在住65歳以上の方のみが居住する世帯
【申込方法】 2月28日㈪午前9時からお近くの警察署へ電話で。
【申し込み・配布場所】▲

亀有警察署（新宿4‐22‐19） �03‐3607‐0110▲

葛飾警察署（立石2‐7‐9） �03‐3695‐0110

自転車盗難
区区内内のの自自転転車車盗盗難難被被害害はは

667799件件
全全犯犯罪罪件件数数のの約約33割割

（令和3年警視庁統計）

盗難に遭った自転車のうち、半数以上は
鍵が掛かっていませんでした。区では自転
車の鍵掛けを義務化しています。必ず鍵を
掛けましょう。
区は地域団体、民間事業者、警察署など

と連携して、自転車盗難対策を強化してい
ます。

安全・安心情報メール
区内で発生した犯罪情報、不審者目

撃情報などをいち早くメールにより配
信します。
登録は、区ホームページ（トップ→

オンラインサービス→メール配信サー
ビス→葛飾区安全・安心情報
メール）または右のQRコー
ドを読み取り、空メールを
送信してください。

亀有警察署 �03‐3607‐0110
葛飾警察署 �03‐3695‐0110
休日・夜間は☎110に通報！
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【担当課】 生活安全課

▲こころの
体温計

相
談
先

▲！注意▲！ 前年から約1億円増加

はお近くの保健センターへ

自動通話録音機を無償で配布します

内山信二さんが区内を巡る情報バラエティ！
区公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル（右記QR）
でご覧になれます。
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