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市内交通（人身）事故発生件数
我孫子市警察署管内　4 月末 現在

4 月の発生件数	 30 件
今年の発生件数（1月～）	 128 件
前年同期比	 ＋ 17 件

4月の死者数	 0 人
今年の死者数（1月～）	 0 人
前年同期比		 0 人

4 月の負傷者数	 35 人
今年の負傷者数（1月～）	 154 人
前年同期比	 ＋ 5人
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楽 は「あびこ楽校（市が提供する様々な生涯学習事業の総称）」の事業です。
市役所の代表電話番号☎7185−1111 市ホームページアドレス http://www.city.abiko.chiba.jp/

会員・仲間募集

▼着物の着付けを楽しみましょう!　
毎月第1㈪18時30分～20時30分、第
3㈪14時～16時・18時30分～20時30
分。我孫子北近セ並木本館。女性の
み5人。1回500円。 黒田☎090−
6536−8193
▼俳句同好会「おみの会」　毎月第3㈫2
時間。アビスタ学習室ほか。句会や懇
親会などを行い楽しんでいます。講師
…佐藤麻績（「人」主宰）。月1500円。
川路☎090−8569−3916
▼英会話「TWK」　月3回㈫10時～12
時。市内近セなど。米人講師と少人数
で英会話を学習。初・中級者、中高年
の方歓迎。入1000円、月4000円。
村松☎7183−2238
▼若々しい社交ダンス　毎週㈫午後。
アビスタ。初心者・中級者募集。プロ
が指導します。入2000円、月3000円

（テキスト付）。㈰・㈪もレッスンあ
り。 ラッキーフレンズ・坂巻☎090
−3962−2751

の会・加藤☎7189−1781
▼加速器による医療用アイソトープの
国産化　6月22日㈰13時30分～近セ
こもれびホール。講師…永井泰樹東京
工業大学名誉教授。800円（コーヒー
菓子付）。 ・ 我孫子サイエンスカ
フェ・栗田☎090−1650−3660
▼小学生のプログラミング　7月6日
㈰15時～16時45分（要予約）。けやき
プラザ10階。入門と初級。パソコン
持参、保護者同伴。500円。 今泉☎
090−4715−2905
▼公開講座「子どもと親のこころのケ
ア」　7月13日㈰13時～15時45分。川
村学園女子大学3号館。①ひきこもり
②子どものこころの問題。200人。無
料。 川村学園女子大学心理相談セ
ンター☎7183−7165
▼エンジョイ楽々ジャズダンス　6月・
7月の㈪全7回15時30分～17時。アビ
スタ。ストレッチやリンパ体操、ス
テップ練習など。1回1000円（無料体
験可）。 NPO法人わごころ・鴨田☎

7186−5665

所あびこん　内学校給食用農産物の
納品に関する業務全般（仕分け作業、
力作業あり）　対・定エクセル操作と
車の運転ができる方、1人　報酬時給
800円　選考方法書類審査・面接　
・ 履歴書（写真貼付）に必要事項を明
記し郵送または持参、6月10日㈫必着。
〒270−1155我孫子新田22の4 あび
こ型「地産地消」推進協議会☎7128−
7770（㈪・㈫・㈭9時～17時）
◆産休育休代替臨時職員
　（社会福祉士または精神保健福祉士）
雇用期間9月15日～平成27年3月31日

（平日週5日）8時30分～17時（更新あ
り）　勤務場所障害福祉支援課　内障
害者の相談業務など　対・定社会福祉
士または精神保健福祉士の有資格者
で、普通自動車運転免許証を有し、パ
ソコン操作のできる方、1人　賃金時
給1200円（通勤手当あり）　選考方法
書類審査・面接　申込方法郵送または
持参。 ・ 履歴書（写真貼付）に必要
事項を明記し、資格証明書の写しとレ
ポート「障害者の相談支援について」

（800字以内）を添付し郵送または持
参、6月30日㈪必着。〒270−1192
市役所障害福祉支援課（住所省略可）・
内線309
◆北千葉広域水道企業団職員
職種（上級）…一般事務・土木・水質各
1人程度（平成27年4月採用）。詳しく
はホームページをご確認ください。　

北千葉広域水道企業団総務調整室
☎047−345−3211 http://www.
kitachiba-water.or.jp/

お知らせ
◆猫犬譲渡会
日6月1日・15日・29日、7月6日・20
日いずれも㈰11時～14時（雨天実施）
所市役所駐車場※当日の犬猫の持ち込
み不可。持ち込みは要事前連絡。引

き取り不可。 ねこわんこ☎080−
8723−9550
楽◆認知症の方の家族のつどい「あびこ」
日6月11日㈬13時30分～15時30分　
所けやきプラザ7階研修室　内介護方
法や日ごろの悩みなどについての情報
交換。今月は認知症の人と家族の会千
葉県支部から世話人の方を招き、交流
会を実施。　対認知症の方を介護して
いる家族・介護経験者　費無料　 高
齢者支援課☎7185−1112
◆平成26年度 教科書展示会
期間6月13日㈮～7月2日㈬（土・日曜
除く）9時～16時30分　所我孫子教科
書センター（湖北台東小学校内）※ど
なたでも閲覧できます。 教育委員
会指導課☎7187―1367
◆献血にご協力を
日6月15日㈰10時～11時45分、13時
～16時　所あびこ市民プラザ入口通
路　献血条件体重…男性45㎏以上、
女性40㎏以上　年齢16歳～69歳（65
歳以上の方は、60歳～64歳までに献
血経験がある方）　持献血カード、本
人を確認できる書類（免許証、健康保
険証など）　主催我孫子ライオンズク
ラブ　 社会福祉課・内線377
◆平成26年 経済センサス
　基礎調査・商業統計調査
7月1日を基準日として「平成26年経
済センサス基礎調査・商業統計調査」
が行われます。この調査は、すべての
産業分野における従業者規模などの基
本的構造を、全国および地域別に明ら
かにすることを目的としています。市
内の全ての事業所が対象となります。
6月中旬から調査員（調査員証を携行）
が訪問しますので皆さんのご協力をお
願いします。 文書情報管理課・内
線229
◆事業協同組合設立の相談
事業協同組合は、複数の中小企業が集

まり互いの経営資源を共同化すること
により、受注・販売・購買等の既存事
業の強化や新たな事業展開を図るため
の組織です。「新たな発注先を開拓した
い」「新規の事業を仲間と取り組みた
い」など組合設立に関する相談に無料
で応じます。 千葉県中小企業団体中
央会設立相談室☎043−306−3285
◆私は守ります。電波のルール
6月1日～10日は「電波利用環境保護
周知啓発強化期間」です。電波を正し
く利用していただくための周知・啓発
活動および不法無線局の取り締まり
を強化します。電波のルールを守り
ましょう。 関東総合通信局☎03−
6238−1939（不法無線局による混信・
妨害）、1945（テレビ・ラジオの受信
障害）、1944（地上デジタル放送の受
信相談）
◆平成26年度 戦没者遺族の慰霊巡拝
派遣地域アムール州、ハバロフスク地

方、沿海地方、カザフスタン共和国、
中国東北地方、硫黄島　※対象、申込
方法など詳しくは千葉県健康福祉指導
課☎043−223−2346
◆年金・労働無料相談
日毎週㈰10時～15時　所千葉県社会
保険労務士会東葛支部（松戸市新松戸
1の341小金開発ビル3階）　 ・ 同
事務局☎047−345−9992（要事前予
約。平日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
■ 「裂き織り・布バッグ作り相談日」 第2水曜日 10時〜15時
■ 「布ぞうり相談日」 第3金曜日 10時〜15時
■ 「布クラブ相談日」 第1火・木曜日、第4水・木曜日 10時〜15時
■ 「おもちゃの病院」 毎週日曜日 13時〜16時
■ 「ペイント相談日」 第4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

ペイント教室（七夕飾り） 6日㈮ 10時～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、昼食、
材料費100円

布クラブ教室（子供用甚平）
2回とも参加できる方

10日、24日㈫ 
9時30分～15時 5人 1回

300円
ほどいた浴衣、ミシン糸、裁縫
道具、昼食

布クラブ教室
（傘布からプリム付帽子）

11日㈬ 
9時30分～15時 5人 300円

ミシン糸、裁縫道具、昼食、材料
費250円（接着芯、サイズベル
ト代）

木工教室
（エアコン室外機カバー）
3回とも参加できる方

11日、18日、25日㈬
10時～12時 4人 初回に

1500円
室外機サイズを計測してきてく
ださい（巾×高さ×奥行き）

木工教室
（卓上調味料入れ） 13日㈮ 10時～12時 5人 300円 なし

バッグ作り教室
（裂き織りポシェット） 13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）、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
①午前　②午後

17日㈫
①10時～12時
②13時～15時

各
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（ジーンズ
からバッグインバッグ）

18日㈬
9時30分～15時 5人 300円

ジーンズ又は布40㎝×50㎝、
裏地40㎝×50㎝、ミシン糸、
裁縫道具、玉付きファスナー30
㎝、昼食、芯代30円

布クラブ教室
（着物からチュニック）

19日㈭
9時30分～15時 5人 300円

生地巾110㎝×60㎝、または
ほどいて洗った羽織身頃と袖
分（色違いでも可）、ボビン、
ミシン糸、裁縫道具、マチ針20
本以上、昼食、材料費200円

木彫教室
（顔レリーフ、少女）
2回とも参加できる方

19日、26日㈭ 
13時～16時 5人 1回

300円
彫刻刀、布手袋、材料費300円

（初回）

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

裂き織り教室 24日㈫ 9時30分～
11時30分 5人 300円 古布1㎡くらい、ハサミ

※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。
県民の日・工房無料開放　10日㈫～15日㈰リサイクル教室は除く。市内在住・在学・在勤の方に限る。

●リサイクル・フリーマーケット出店者募集…日時6月29日㈰10時～12時30分ま
で（出店無料）　場所ふれあい工房　対象市内在住、在勤、在学の個人（業者の方
は不可）なお、身障者団体の方はその旨を記入してください。 募集数28区画（1区
画3.3㎡）※応募者多数の場合は抽選、食品の販売は禁止　申込方法往復ハガキ
に代表者の住所、氏名､電話番号、主な出店品目などを明記して、返信面に住所､氏
名を記入の上 、〒270−1173 青山450「我孫子市ふれあい工房」まで。6月6日㈮必
着　※フリーマーケット開催のため、前日28日㈯は午後、当日29日㈰は終日、工房
での作業は出来ません。

◎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。◎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://www.kitachiba-water.or.jp/
http://www.kitachiba-water.or.jp/
http://www.city.abiko.chiba.jp/
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