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☎7186－5500
青山450番地楽 ふれあい工房ふれあい工房月

の
月
の2

■ 「裂き織り・布バッグ相談日」 第2水曜日 10時～15時
■ 「トールペイント相談日」 第1金曜日 10時～15時
■ 「木工アドバイザー」 休館日を除く毎日 9時30分～16時30分
■ 「布クラブ相談日」 第1火曜日・第1木曜日 10時～15時
■ 「おもちゃの病院」「傘の修理」 毎週日曜日 13時～16時
■ 「布ぞうり相談日」 第3金曜日 10時～15時

リサイクルアドバイザー来館日　 ふれあい工房☎7186－5500 7165－2430

リサイクル教室名 開催日時 募集
人数 費用 持参する物・備考

布クラブ教室（作務衣）
（2回とも参加できる方）

10日㈫ ・17日㈫ 
9時30分～15時 5人 1回

300円
ほどかないウールの着物1着
分、ミシン糸、裁縫道具、昼食

木工教室（玄関上り台） 11日㈷ 10時～12時 5人 300円 なし
布クラブ教室
（ウールの着物からエプロン）

11日㈷ 
9時30分～15時 5人 300円 ほどいて洗ったウールの着物

1着分、ミシン糸、裁縫道具、昼食

布クラブ教室
（牛乳パックからスツール）12日㈭ 10時～15時 3人 300円

キルティング60㎝×100㎝、強
い木綿糸、布ガムテープ1巻、ミ
シン糸、裁縫道具、昼食

布バッグ作り教室
（裂き織りとレザーの
コンビポシェット）

13日㈮ 10時～15時 5人 300円
材料費600円（裂き織り、レ
ザー、ベース布、裏布、芯）、ミシ
ン糸、裁縫道具、昼食、材料のあ
る方はお持ちください

布ぞうり作り教室 17日㈫
9時30分～12時 5人 300円 巾5㎝～6㎝、長さ1m～2mほ

どの布を15本くらい、ハサミ

布クラブ教室（お雛さま）18日㈬9時30分～15時 10人 300円 材料費400円、裁縫道具、昼食

ペイント教室（トイレット
ペーパー夢ボックス）

20日㈮ 
9時30分～15時 5人 300円

トールペイント用平筆・丸筆（あ
る方）、雑巾、エプロン、材料費
100円、昼食

包丁研ぎ教室 21日㈯ 10時～12時 5人 300円 包丁は1人2本まで
※申し込み方法：申し込みは本人に限る（詳細は工房に問い合わせを）月曜日（休館日）を除く毎日【電
話のみ受付】9時～17時（いずれも定員になり次第締め切り。キャンセルの場合は、必ず連絡をしてく
ださい）。なお、キャンセル待ちの方は、参加希望教室開催日の前日に電話で問い合わせてください。

◎布クラブ、布ぞうり、裂き織り相談日（10時～15時）にはミシンを開放。糸とボビンを持参（工房
使用料がかかります）。
※リサイクル教室の作品写真は、ふれあい工房のホームページでご覧になれます。
　 http://www.abiko-fureaikoubou.com

情報ひろば

楽 は「あびこ楽校（市が提供するさまざまな生涯学習事業の総称）」の事業です。
「まち協」とは、まちづくり協議会の略称で、自治会をはじめ地域のさまざまな団体で構成された住民組織です。市内に10協議会あり、近隣センターを拠点に、地
域のまちづくりに取り組んでいます。

（角2）を同封し〒260－0801千葉市中
央区仁戸名町666の2千葉県生涯大学
校事務局※ホームページ（ http://
www.chiba-shougaidai.jp/）からも
入手可　 同事務局☎043－266－
4705
◆自衛隊幹部候補生
　（一般・歯科・薬剤科）
受付期間3月1日㈰～5月1日㈮必着　
試験日5月中旬　入隊平成28年3月下
旬～4月上旬※詳しくは防衛省自衛隊
ホームページに掲載　 自衛隊千葉地
本柏募集案内所☎7163－6884

44434433お知らせ
◆犬猫譲渡会
日2月1日・15日、3月1日・15日・
29日いずれも㈰11時～14時（雨天実
施）　所市役所駐車場※持ち込みは要
事前連絡。保護犬猫の引き取り不可。
ねこわんこ☎080－8723－9550

◆マンション問題個別相談会
日2月22日㈰10時～15時　所市役所
分館2階会議室　内管理組合の運営全
般、長期修繕計画、大規模修繕工事の
進め方、区分所有法・管理規約などマ
ンションに係る諸問題について、千葉
県マンション管理士会による個別相
談　対・定市内のマンション管理組
合・管理者・居住者など、先着8組（1
組1時間）　費無料　 ・ 2月13日
㈮まで電話で建築住宅課・内線601
◆犬・猫の多頭飼養には
　届出が必要です
千葉県動物の愛護及び管理に関する条
例の施行に伴い、犬・猫をあわせて
10頭以上飼う場合は保健所へ届出が
必要になります（違反すると5万円以
下の過料）　届出期日10頭になってか
ら30日以内（現在未届の方は4月1日か
ら30日以内）　 千葉県衛生指導課☎
043－223－2642
◆広報あびこの訂正について
広報あびこ1月16日号5面「第二回我
孫子市起業・創業シンポジウム」の記
事で、パネリストの方の表記に誤りが
ありました。正しくは大林亨輔さんで

す。お詫びして訂正します。　 企業
立地推進課☎7185－2214

◆【我孫子南まちづくり協議会】
◎パソコン講座
日2月10日㈫13時20分～16時30分　
内無料音楽のダウンロード、電子書
籍を読む　定先着17人　費700円（パ
ソコン5台貸し出あり300円）　持パソ
コン、LANケーブル（有線使用の方の
み）　所・ ・ 我孫子南近隣センター
（けやきプラザ内）☎7181－1011
◆【湖北台地区まちづくり協議会】
◎お楽しみ映画会3「のぼうの城」
日2月10日㈫13時30分～15時55分
（13時開場）　費無料　定先着130人
所・ 湖北台近隣センター☎7187－
1122
◆【ふさの風まちづくり協議会】
◎「光のワークショップ」
　光と虹のファンタジー
日2月18日㈬13時～15時30分　内ス
ワロフスキーのエレメントを使用して
サンキャッチャーを作製。コーヒーブ
レイク付き。対・定20歳以上の方、
先着10人（要申込）　費3000円　所・
・ 近隣センターふさの風☎7181
－6211
◆【布佐南地区まちづくり協議会】
◎そば打ち講習会
日2月22日㈰9時30分～14時　定先着
20人　費1200円（材料代）　所・ ・
費用を添えて布佐南近隣センター

☎7189－3740

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子市警察署管内　12月末 現在

12 月の発生件数 34 件
発生件数（26 年 1月～） 345 件
前年同期比 － 13 件

12 月の死者数 0 人
死者数（26 年 1月～） 0 人
前年同期比  － 2 人

12 月の負傷者数 42 人
負傷者数（26 年 1月～） 411 人
前年同期比 － 15 人

　保冷庫・冷温庫は、これまで「不燃ごみ」として回収していましたが、
家電リサイクル法の対象になったため、3月1日から市では回収しません。
テレビや冷蔵庫などと同様に購入した販売店、または買い替える販売店に
引き取りを依頼してください。
　クリーンセンター☎7187－0015

日時　2月21日㈯午前9時30分（東我
孫子駅南口広場集合）～正午（荒天中
止）
内容　岡発戸・都部の谷津に生息する
鳥を観察
案内　染

そ め や

谷迪
み ち お

夫さん（自然観察指導員）
定員　先着25人
費用　無料

持ち物　双眼鏡（あれば持参してください）、動きやすい服装
・ 　電話で谷津ミュージアムの会事務局（手賀沼課内）内線・465

楽  谷津で鳥を観察しよう

　あびバスルート周辺の魅
力的な景観ポイントや散
策モデルコースを紹介す
る「あびバス景観散策マッ
プ」。我孫子の景観を育て
る会と協働で、昨年の「船
戸・台田ルート編」に続い
て、「栄・泉・並木ルート編」を作成しました。
　配布は、栄・泉・並木ルートを走るあびバス内や、アビスタ、アビシルベ、
各近隣センター、各行政サービスセンターなどの市内の公共施設で行って
います。マップを片手に、あびバスに乗ってまち歩きをお楽しみください！
　都市計画課景観推進室☎7185－1529

て、「栄・泉・並木ルート編」を作成しました。

あびバス景観散策マップ
「栄・泉・並木ルート編」ができました！

●ひな祭り作品展のお知らせ…つるし雛・布のお雛さま・手作りしたお雛さ
ま・押し絵羽子板・木工作品など多数展示します。　日時24日㈫～3月1日㈰
10時～15時　場所ふれあい工房　 我孫子ふれあい工房運営協議会

3月1日から『保冷庫・冷温庫』は、
市では回収しません。

　昨年、出荷制限解除に向け、我孫子市産「たけのこ」を市内全域から50
検体採取し放射性物質検査を行いましたが、解除の条件を満たさず、現在
も引き続き国から出荷制限の指示を受けています。出荷制限が解除される
まで、出荷・販売・譲渡などができませんのでご注意ください。なお、市
は出荷制限解除に向けた取り組みを県と連携し実施していきます。
　農政課・内線511

たけのこの出荷制限の継続について

 

http://www.chiba-shougaidai.jp/
http://www.chiba-shougaidai.jp/
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