
7 No.1376   平成 27（2015）年 3月1日号広報 あびこ 

近セ＝近隣センター ・市セ＝市民センター・布佐
ステ＝布佐ステーションホール・入＝入会金・月＝
月会費・年＝年会費・    ＝申し込み・     ＝ 問い合せ

市民伝言板は、
次の通り省略しています

講演・催し

▼英会話体験会　3月4日・11日㈬10
時～けやきプラザ8階。カナダ人講師
と少人数で楽しく。体験1回800円。
English360☎050－3709－5874

▼大型人形劇「ヘンゼルとグレーテル」
3月7日㈯11時～北柏たんぽぽホール。
しょうがいのある子もない子も。無
料。車イス可。 あびこイーハトーブ
☎090－4457－3247
▼平成会定例会講演会「オリンピックと

嘉納治五郎」　3月11日㈬15時30分～
（15時開場）アビスタ。講師…藤原昌
樹さん（川村学園女子大学）。無料。先
着20人。 中村☎7187－2934
▼第14回 我孫子市歌謡文化フェステ
ィバル　3月14日㈯9時45分開演。湖
北地区公民館。懐かしい曲から最新の
曲まで。無料。 我孫子市歌謡文化
同好会「虹」・岩鼻☎7183－1934
▼認知症になる前のかけこみ塾　3月
14日㈯・24日㈫、4月11日㈯・28日
㈫12時30分～14時30分アビスタ第2
学習室。自由参加。無料。講師…松木。

松木☎090－5311－9662
▼みんなで歌いましょう! 叙情歌を　
3月14日㈯14時～近セこもれび。飲
み物・お菓子あり。500円。スリッパ
持参。 コスモスの会・小林☎090－
1880－2574
▼ポールウオーキング体験会　3月15
日㈰9時30分受付けやきプラザ9階第
1会議室。姿勢チェック・ストレッチ・
筋トレほか。先着30人。500円。 ポー
ルウオーキング協会☎7185－3858
▼春のフレンチコースクッキング　3月
18日㈬9時30分～14時アビスタ調理
室。前菜・スープ・メイン・デザー
ト。2500円。 LinkTohoku事務局
☎080－3730－5022（要予約）
▼コスモス成年後見サポートセンター
無料相談会　3月19日㈭13時30分～
16時近セこもれび。判断能力が不十
分な方の財産管理等でお困りの方。
佐藤☎7181－5132

▼手話体験講座　3月20日㈮19時～
けやきプラザ7階研修室。初級コース。
15人。無料。 我孫子市ろうあ協会
japansain@abikodeaf.com
▼宝生流初級者謡曲発表会　3月22日
㈰13時～アビスタ和室。経政、玉葛
など7曲。無料。 手賀宝生流・津田
☎7183－6180
▼我孫子高校吹奏楽部定期演奏会　
3月29日㈰13時30分～（13時開場）け
やきプラザふれあいホール。アルメニ
アン・ダンスⅠほか。無料。 我孫子
高校☎7182－5181

会員・仲間募集

▼英会話　毎週㈪9時30分～12時湖
北台近セ。話したい話題を発表し自由
に話し合う。若干名。無料（場所代あ
り）。 フリートーキングクラブ・平
本☎7187－5967
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「情報ひろば」の掲載記事は、市や官公
庁主催・共催・市の後援、補助団体の
記事です。　…あびこ楽校事業です。
各項目は、次のように省略しています。
日…日時、所…場所、内…内容、対…
対象、定…定員、費…費用、持…持参、      
……申し込み（記載のないものは申し込
み不要）、      …問い合わせ

　  楽

団☎03－5540－7446 03－5565－
1643 kojinou@asahi-welfare.or.jp
http://www.asahi-welfare.or.jp/

◆ジョブカフェ　就活マナーセミナー
日3月17日㈫10時30分～13時（受付
10時20分～）　所ジョブパーク柏　内
応募から面接までのマナー、応募電話
や面接の基本的な流れなど　対・定就
職を希望している15歳～39歳の方、
16人（要予約）　費無料　 ・ ジョ
ブカフェちば☎047－426－8471
◆第5回 認知症を知って予防しよう! 講座
　認知症サポーターになろう! 
日3月17日㈫10時～12時　所天王台北
近隣センターホール　内認知症を正し
く理解して、認知症の方や家族を温か
く見守るための講座です。講師…天王
台地区高齢者なんでも相談室　費無料
定50人（要申込）　 ・ 天王台地区
高齢者なんでも相談室☎7182－4100
◆失語症家族教室
日3月19日㈭14時～16時　所障害者
福祉センター　内失語に関する悩みご
との相談、家族間の交流や情報交換失
語の知識や会話技術の講習と実習　
対・定市内に在住する失語のある方の
ご家族、先着10人　費無料　 ・
障害者福祉センター☎7188－0141
◆硬式テニス講習会
日4月5日㈰・12日㈰・19日㈰・26日
㈰9時30分～11時45分（全4回）　所
市民体育館・湖北台テニスコート　
対・定市内在住、在勤、在学の高校
生以上の方、30人（応募者多数の場合
は抽選）　費2000円（4回分）　持テニ
スシューズ　 ・ 3月25日㈬までに
住所、氏名、性別、テニス歴、電話
番号を明記しＥメール。田中☎080－
6714－0625 abkta2013@hotmail.
co.jp http://abkta.main.jp/
◆我孫子市なぎなた連盟 「見てみよう、
　やってみよう」春休み体験教室
日3月27日㈮9時30分～11時30分、29
日㈰9時15分～11時（どちらかでも可）
所市民体育館　内日本古来の武道「な

情報ひろば・市民伝言板

〈市民伝言板のお申込み方法〉　このコーナーに掲載を希望する方は、広報掲載依頼書（市役所秘書広報課広報室・各行政サービスセンターに用意、市ホームページ
からダウンロードも可）に必要事項を記入し、掲載希望号の1か月前の前日までに広報室へ提出してください。掲載する内容はイベント名・日時・場所・内容・費用・
問い合わせ先などです。 秘書広報課広報室 ☎7185－1269 7185－0127　

イベント
◆第30回 春蘭展示大会
日3月6日㈮～8日㈰9時～16時30分
所アビスタホール　内日本春蘭、中国
蘭、韓国春蘭など　費無料　 我孫子
東洋蘭友の会・秋坂☎7188－2339
 ◆「3.11鎮魂竹宵の集い」

　　　～共に歩もう 復興への夢～
日・内3月７日㈯・8日㈰11時～20時
…陸前高田応援物産展・音楽の集い・
キッズ大学など、3月11日㈬14時30
分～15時…鎮魂の祈り・点鐘・黙と
う　※3月7日㈯～15日㈰17時～21時
…竹宵点灯　所あびこショッピングプ
ラザ　 NPO法人住み良いまちづく
り研究所・米澤☎090－6503－2084
◆対談＆上映会　認知症ケアの歩みと
　これから… 喜びも悲しみも幾歳月
日3月7日㈯13時30分～16時（13時
開場）　所けやきプラザふれあいホー
ル　内13時35分～対談、講師…五島
シズさん（認知症介護研究・研修東京
センター客員上級研究員）・服部万里
子さん（日本ケアマネジメント学会副
理事長）、15時10分～上映会「毎日が
アルツハイマー2」　定先着380人　費
無料　 ・ 窓口、電話またはファ
クス。福祉ふれあいプラザ☎7165－
2881 7165－2882
◆我孫子市茶道連盟茶会
日3月8日㈰10時～15時　所アビスタ
和室　内席主…中村宗弘さん（表千家）、

亀山宗圭さん（裏千家）　費当日受付2
席1000円　 小野☎7182－6161
◆きもの着てみませんか
日3月22日㈰①10時～12時 ②13時～
15時　所あびこ市民プラザ和室　内
自分で着る方法、お太鼓、二重太鼓の
結び方　定先着各15人　費500円　
持足袋、下着、長じゅばん、着物、帯、
帯締め、帯あげ、タオル2枚、腰ひも、
コーリンベルト、伊達締め　 ・ 3
月15日㈰までに電話。我孫子きもの
教育協会・小川☎7184－0029
◆第18回 健康と福祉のつどい
日3月21日㈷9時40分～15時30分（9
時15分開場）　所あびこ市民プラザ　
内講演「がん－治療と予防－」（手話通
訳・要約筆記あり、定員200人）講師
…高橋一昭さん（名戸ヶ谷あびこ病院
院長）、ハンドベル演奏・ジャグリン
グ＆マジックなど　※血管年齢・骨健
康測定（各先着70人）、頭の元気度測
定（先着20人）、12時～整理券配布　
費無料　 我孫子北地区社会福祉協議
会☎ 7165－3434

講演・講座・教室
◆普通救命講習Ⅰ
日3月14日㈯9時～12時　所消防本部
2階大会議室　内成人に対する心肺蘇
生法、AED（自動対外式除細動器）の使
い方など（講習終了後に修了証を交付）
対・定市内在住・在勤・在学の方、先着
30人　費無料　 ・ 3月2日㈪～窓口
または電話で消防本部警防課☎7181－
7701（土・日曜、祝日を除く9時～17時）
◆東葛菜の花 高次脳機能障害講演会
　「当事者が伝えたいこと～自立を考える～」
日3月14日㈯13～16時　所アミュゼ
柏　内講師…橋本圭司さん（国立成育
医療研究センター）、対談・シンポジ
ウムあり　定先着400人　費1000円
・ ハガキ、ファクス、Eメール、ホー
ムページで住所、氏

ふ り が な

名、電話番号、職
業を明記し〒104－8011東京都中央区
築地5の3の2 朝日新聞厚生文化事業

ぎなた」の基礎と実技 ※動きやすい服
装、素足で行います。対6歳～18歳の
方（年齢に関わらず見学可）　費300円
（保険料）　 ・ 電話またはファクス
で氏名、電話番号、学年を明示。中村
☎090－1253－2996 7183－3566
◆あびこ根戸エンジョイクラブ
　創立10周年記念講演会
日3月28日㈯10時～11時　所根戸小
学校体育館　内「もの忘れやうっかり
ミスが気になりませんか」～いつま
でも元気に過ごす為に～ 講師…小熊
理恵さん　費無料（申込不要）　持ス
リッパ　 本橋☎7182－4187

募集
◆学童保育室・あびっ子クラブ
　アシスタント（臨時職員・登録制）
任期①3月中旬～4月中旬（春休み期間
のみ） ②4月1日～9月30日（更新あり）
※①・②両方も可　勤務日時平日…
13時～19時（3～4時間勤務）、土曜日
と学校休業日…7時45分～19時（5～7
時間勤務）※一部7時30分からの勤務
日あり　対18歳以上の方　賃金時給
880円（4月1日以降は920円に変更予
定）〈通勤手当あり〉　 ・ 本人持参。
履歴書（写真貼付）に必要事項を明記
し、子ども支援課・内線449　※書類
返却不可
◆心理相談員（嘱託職員）
任期4月1日～平成28年3月31日（更新あ
り）　勤務日時週4日程度8時30分～17
時　内市内の各保育園や子育て支援施
設などの巡回および相談　対・定臨床
心理士の資格を有する方、または大学
で児童心理学を専攻し、卒業後相談業
務に携わった経験のある方、1人　報酬
時給2840円（通勤手当あり）　選考書
類　 ・ 3月13日㈮までに履歴書（写
真貼付）に必要事項を明記し、資格・免
許の写しとレポート「保育園における
発達に問題のある児童への具体的な対
応と巡回指導の役割について」（800字
以内）を添えて持参。保育課・内線572
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