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県消防設備協会にファクス（ 043－
268－7129）または窓口（千葉市中央
区仁戸名町666の2）　 千葉県消
防設備協会☎043－268－6033、消防
本部予防課☎7181－7702
◆我孫子南まちづくり協議会
　中高年の健康生活によせて
日4月12日㈯10時～11時30分　内リ
ズム体操ほか。講師…山口江美さん　
定先着30人（要申込）　費無料　持動
きやすい服装　所・ 我孫子南近隣
センター（9階ホール）☎7181－1011
◆千葉県手話奉仕員養成講座
日5月21日㈬～12月17日㈬（全30回）
13時30分～15時30分　所消防本部大
会議室  対手話奉仕員養成講座（入門）
修了者　定20人（4月20日㈰選考試験
予定）　費無料（テキスト代別途）　 ・

4月12日㈯までに申込書（千葉聴覚
障害者センターホームページで配布）
を郵送。〒260－0022千葉市中央区
神明町204の12 千葉聴覚障害者セン
ター☎043－308－6373
◆フィリピンの家庭料理教室
日4月24日㈭10時～　所アビスタ・調
理室　メニュー ①カルデレータ（牛肉
料理）②ビコー（もち米のデザート）　
講師…網代マロウロウルデスさん（フ
ィリピン出身）　定20人（応募者多数
の場合は抽選）　費1000円　持エプロ
ン、三角巾、ふきん2枚、筆記用具　
締切日４月16日㈬　 ・ 電話、フ
ァクス、Ｅメールで我孫子市国際交流
協会（AIRA）事務局☎7183－1231
7183－2005 info@e-aira.jp
◆我孫子南まちづくり協議会
　パソコン講座
日4月17日㈭13時20分～16時30分　
内フォルダの整理、バックアップの取
り方ほか　定先着16人（パソコン貸出
あり。300円）　費700円（テキスト代込）

所・ ・ 我孫子南近隣センター☎
7181－1011（4月1日㈫9時～申込受付）
◆難病交流会
日5月1日㈭13時30分～15時　所我孫
子南近隣センター（けやきプラザ9階）
内健康体操など。講師…伊豆野由美さ
ん（日本ボディポテンシャル協会認定
公認指導士）　対市内在住の難病（慢
性関節リウマチ、パーキンソン病など）
の方とその家族　定先着30人　費100
円（ボール代）　 ・ 障害者福祉セン
ター☎7188－0141

募　集
◆放課後対策事業スタッフ
①サブリーダー（嘱託職員）　任期・定
4月16日 ～・2人、6月1日 ～・1人 い
ずれも平成27年3月31日まで（更新あ
り）勤務時間平日放課後～19時、長期
休業中や振替休日…7時45分～19時

（㈯8時～）週27時間程度（夏休みなど
長時間勤務あり。年に数回㈰・㈷勤務
および平日午前中に会議などあり）　
対65歳未満（4月1日現在）で教員免許

（小～高校のいずれか）、または幼稚園
教諭、保育士、児童厚生員の資格を
お持ちの方　報酬時給1240円（通勤手
当あり）　選考方法書類選考、面接（4
月8日㈫予定）　締切4月7日㈪17時ま
で（平日のみ）　②アシスタント（臨時
職員・登録制）　期間9月30日まで（更
新あり）　対18歳以上で児童に携わ
る仕事に意欲のある健康な方  勤務時
間平日…13時～19時までの間（3～4
時間）。㈯、学校休業日は7時45分～
19時までの間（5～7時間）　賃金時給
880円（通勤手当あり）　

【共通】勤務場所市内各学童保育室お
よびあびっ子クラブ　内児童の放課後
などの生活支援・安全確保。保育室な

ど周辺の清掃。夏休みプールあり。　
・ 本人持参（郵送不可）。履歴書（写

真貼
ち ょ う ふ

付）に必要事項を明記し、資格証
の写しを添えて（①のみ）に子ども支援
課・内線449　※書類は返却不可
◆我孫子市石けん利用推進協議会委員
　（公募委員）
任期4月～平成28年3月31日　内啓発・
調査・講座・学習会などの活動　対・
定市内在住で、活動を通して環境問
題に積極的に取り組める方、5人　報
償会議1回1500円、その他の活動1回
500円　 4月15日㈫必着で「石けん
利用と環境」をテーマのレポート（800
字以内）と、別紙に住所・氏名・生年
月日・電話番号を記入したものを持参
または郵送。 我孫子市消費生活セン
ター〒270－1151本町3の2の28 ア
ビイクオーレ（イトーヨーカドー我孫子
南口店）2階☎7185－1469
◆第17回 さわやかな環境づくり賞　
　表彰候補者　
対日常的にポイ捨てごみの回収などの
清掃活動や、資源のリサイクル活動を
5年以上積極的に推進している方※選
考後、5月の「さわやか環境月間」で
表彰　 ・ ハガキに推薦する個人・
団体名、活動内容、推薦者の住所・氏
名・電話番号を明記し、4月18日㈮（消
印有効）で〒270－1121中峠2264 ク
リーンセンター☎7187－0015

◆健康フェア2014
　（11月16日㈰開催予定）参加者
　健康フェアは、楽しみながら健康づ
くりのきっかけとなるイベントです。
今年度テーマ「プラス10でロコモ・メ
タボ・認知症予防!」　対イベント内容
の企画・提案、当日の出展をしてみた
い方　※詳しくは市ホームページ参
照　締切日4月18日㈮　 健康づくり
支援課☎7185－1126

お知らせ
◆猫犬譲渡会
日4月6日㈰・20日㈰、5月4日㈰・18
日㈰11時～14時　所市役所駐車場（雨
天実施）※当日の犬猫の持ち込み不可

（要事前連絡）。引き取り不可。 ねこ
わんこ☎080－8723－9550
◆年金無料相談会
日4月6日㈰10時30分～16時　所我孫
子南近隣センター（けやきプラザ8階）
録音室  内社会保険労務士による無料
相談　定先着10人（要予約）　 ・ 電話
で千葉県社会保険労務士会東葛支部☎
047－345－9992（平日10時～15時）

－9737
▼和太鼓「鼓作」　毎週㈰湖北台近セ。
無料体験あり。初心者・高齢者・幼児
大歓迎。活動は主に福祉施設・地域
イベントなど。月2000円。 作間☎
090－1738－6390
▼将棋同好会会員募集 平成26年度　
毎週㈪13時～16時30分。湖北駅南口
徒歩1分あびこ交遊館。 岡田・岡部
☎7188－3837
▼プリザーブドフラワー　㈫㈬㈭㈯（月
1回）13時30分～16時30分。けやき
プラザ。体験・初心者歓迎。3800円（材
料費込、入会金なし）。はさみ、紙袋
持参。 関口☎080－1045－1906
▼俳句の会「けやき」　毎月第2・4㈬
13時30分～16時。我孫子第一小学校。
見学・初心者歓迎。俳句を心から楽し
む。講師は現代俳句協会選者・俳句誌
主宰。月1500円。 ・ 岡村☎7188
－3707
▼楽しい英会話　毎週㈭10時～12時。
アビスタ。初・中級程度の英語で会話
を楽しみます。月3500円。 遠藤☎
7183－3069
▼英会話に気軽に触れてみましょう　

毎週㈮15時30分～。アビスタ。園児、
小学生が対象。月2500円。 やさし
い英会話・湯原☎090－5565－5547
▼ママと踊ろうフラダンス　毎月第1・
3㈯13時15分～14時45分。アビスタ
ほか。親子で楽しい時間を! 初心者歓
迎。月2000円。体験日4月12日㈯13
時15分～。 水上☎7184－2869
▼居合「我孫子有信会」　毎週㈯19時
～21時白山中、㈰17時～19時我孫子
一小。ゆったりした動作で模擬刀を操
作するので女性や中高年の方にも最適
です。月500円。 貝塚☎080－1207
－0096
▼我孫子山の会　毎月第1㈯夜例会。
自然を愛する55歳くらいまでの方（初
心者・経験者歓迎）。会員60人で日帰
り・宿泊山行を年間40回位実施。入
1000円、年6000円。 古田☎080－
3355－6040
▼NPO法人日本空手道協会　我孫子、
布佐、柏、野田支部。松濤館流、年長
さん～無限まで。各支部の稽古場所な
ど詳しくはお問い合わせください。
勝野☎7183－3226

【お知らせ】
広報あびこ3月16号4面「4月各種無料
相談」に一部日程の変更がありました。
専門職員出張日（食品）予9・23日㈬　

松戸保健所☎047－361－2139

月の4 青山450番地
☎7186－5500月の楽

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

木彫教室（仏像）　2期制
（前期10回仏頭コース）

5日㈯・19日㈯ 
13時～16時 5人 初回全納

3000円
彫刻刀、布手袋、材料費1000円
※毎月第1・3土曜日4月～9月
開催、毎月来られる方

布クラブ教室
（傘布でエコバッグ）

9日㈬ 
9時30分～15時 3人 300円 ミシン糸、裁縫道具、昼食

紙クラブ教室
（牛乳パックでスツール） 10日㈭ 10時～15時 3人 300円

キルティング100㎝×60㎝、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
（裂き織りトートバッグ） 11日㈮ 10時～15時 5人 300円

材料費600円（裂き織り、ベー
ス布、裏布、芯代）、ミシン糸、
裁縫道具、昼食、材料のある方
はお持ちください。

木工教室（ミニイス） 15日㈫ 10時～12時 5人 300円 なし

布クラブ教室（兜）
①午前 ②午後

16日㈬ 
 ①9時30分～12時
 ②13時～15時

各5人 300円 材料費400円、裁縫道具

布クラブ教室
（着物から割烹着）

17日㈭ 
9時30分～15時 5人 300円

ほどいた着物1着分（洗ってア
イロン）、ボビン、ミシン糸、裁
縫道具、材料費200円、昼食

木彫教室（顔シリーズ 少女）
2回連続で参加できる方  

17日㈭・24日㈭ 
13時～16時 5人 1回

300円
彫刻刀、布手袋、材料費300円

（初回）

布ぞうり教室 
①午前 ②午後

15日㈫
①10時～12時
②13時～15時

各5人 300円 巾5㎝～6㎝で長さ1m～2m程
の布を15本くらい、ハサミ

ペイント教室
（端午・金太郎） 25日㈮ 10時～15時 5人 300円

トールペイント用平筆、丸筆
（ある方は）、雑巾、エプロン、
材料費200円、昼食

包丁研ぎ教室 19日㈯ 10時～12時 5人 300円 包丁は1人2本まで

裂き織り教室 22日㈫　9時30分～
11時30分 5人 300円 古布1㎡くらい、ハサミ

■ 「木工アドバイザー」
休館日を除く毎日9時30分～16時30分

■ 「裂き織り・布バッグ作り相談日」
第2水曜日10時～15時

■ 「おもちゃの病院」毎週日曜日13時～16時

■ 「布クラブ相談日」
第1火曜日・第4水曜日・第4木曜日10時～15時

■ 「紙クラブ相談日」第1木曜日10時～15時
■ 「布ぞうり相談日」第3金曜日10時～15時
■ 「ペイント相談日」第1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

※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
開催日前日まで受付】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。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://abiko-fureaikoubou.com/

◎布クラブ、裂き織り相談日（10時～15時）にはミシンを開放。◎他にミシン3台（中古品）、糸とボビンを
持参して自由に使用可（いずれも工房使用料がかかります）。

http://abiko-fureaikoubou.com/
http://www.city.abiko.chiba.jp/
mailto:nfo@e-aira.jp
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