
10No.1360   平成 26（2014）年 7月1日号 広報 あびこ 情報ひろば
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日7月14日㈪10時～12時　所我孫子
南近隣センター・ホール（けやきプラ
ザ9階）　内道路交通法一部改正に伴
う自転車の安全な乗り方について。講
師…市民安全課御子神信夫（千葉県警
察OB）　対先着30人　主催我孫子市
赤十字奉仕団　 社会福祉課・内線
377
◆我孫子市なぎなた連盟・
　夏休み体験教室
日7月25日㈮9時30分～11時30分、
27日㈰9時15分～11時どちらか1日
でも可　所市民体育館・武道場　内武
道なぎなたの基礎・実技　対年齢を問
わず男女（初めての方歓迎）※動きや
すい服装、素足で行います　費300円
（保険料）　持飲み物、汗拭きタオル　
・ 7月15日㈫までに電話かファク
スで氏名、連絡先、年齢を明示し事
務局・中村☎090－1253－2996、
7183－3566
◆楽夏休みこども陶芸教室
日8月7日㈭・21日㈭10時～15時、作
品引き渡し28日㈭10時～11時　内陶
芸の作陶、絵付け、釉かけを体験して
みませんか？　対・定全3回参加でき
る市内在住・在学の小学生（3年生以
下は保護者同伴）、25人（応募多数の
場合抽選）　費1000円（材料費込）　持
お弁当、飲み物、エプロン、雑巾、も
のさし（20㎝くらい）、筆記用具　申
込方法往復ハガキに参加者の氏名・住
所・電話番号・年齢を記入の上投函ま
たは湖北地区公民館窓口に返信用のハ
ガキ持参　締切日7月16日㈬　所・
湖北地区公民館（中里81の3）☎7188
－4433
◆シニアに役立つ
　楽しいスマートフォン教室
日①7月19日・20日、②8月9日・10
日、③8月30日・31日、④9月6日・7
日、⑤9月20日・21日いずれも㈯㈰
の連続講座。10時10分～15時30分　
所湖北駅北口スーパーマスダ3階「あ
しらねパソコン教室」　内初心者のた
めのスマートフォン講座。電源の入れ
方から地図やLINE、災害時のアプリ
等の操作方法を学ぶ　対・定50歳以
上でスマートフォンの経験のない方、
各回12人まで　費無料　主催NPO
法人あびこ・シニア・ライフ・ネッ
ト　 ・ 電話またはEメール。受講
希望日、氏名、性別、年齢、住所、
電話番号を明示し、☎7197－3308
aslnschool@live.jp へ
◆楽夏休みこども宿題お助け教室
日8月4日㈪・5日㈫・6日㈬9時30分
～11時30分　所湖北地区公民館第3
学習室　内こどもたちの夏休みの宿題
（ドリル・作文・感想文・自由研究等）
をお助けします　対・定市内在住・在
学の小学生30人　費無料　持筆記用
具、夏休みの宿題等。申込不要、当日
直接第3学習室まで　 湖北地区公民
館（中里81の3）☎7188－4433

募集
◆我孫子市社会福祉協議会臨時職員
任期8月1日～9月30日（更新あり）平
日おおむね週3日9時～17時　内ボラ
ンティア・市民活動コーディネーター
として、NPO活動等の支援、育成ほ
か。ボランティアの仲介や講座などの
企画・運営など。対・定協力しながら
事業を進めることができ、事務処理能
力に長け、かつ運転ができる方、若干
名　賃金時給850円（通勤手当あり）　
選考方法書類選考後、面接　 7月8
日㈫までに我孫子市社会福祉協議会
へ履歴書（写真貼付）に記入の上持参。
※社会貢献活動などの経歴があれば、
記載してください。　勤務場所・ ボ
ランティア市民活動相談窓口て・と・り・
あ（寿2の27の41）☎7185－5233
◆夏休み期間アシスタント（臨時職員）
　学童保育・あびっ子クラブ
任期7月16日㈬～8月31日㈰7時45分
～19時までの間で必要な時間（5～7時
間程度）　勤務場所市内あびっ子クラ
ブおよび学童保育室　対18歳以上で
意欲のある健康な方（受付時に簡単な
面接を実施）　賃金時給880円（通勤手
当あり）　 ・ 持参。履歴書（写真
貼付）を7月11日㈮17時までに子ども
支援課（西別館2階）・内線449
◆第12回 天王台地区市民まつり
　フリーマーケット（飲食を除く）出店者
日8月30日㈯12時～17時30分※雨天
時31日㈰　所天王台西公園（JR天王
台駅南口徒歩2分）　定20区画（応募者
多数の場合は抽選）　費1区画（3m×
3m）2000円　締切日7月13日㈰　
・ 実行委員長・伊藤☎080－3007－
6827
◆レセプト点検嘱託職員
任期8月1日～平成27年3月31日（更新
あり）　勤務時間月124時間以内　報
酬時給1170円（通勤手当あり、社会保
険加入）　対・定医療事務資格（医科）
を有し、レセプト点検の経験が2年以
上ある方、1人　選考方法書類審査と
面接　 ・ 本人が直接持参（郵送不
可）。7月15日㈫17時までに履歴書（写
真貼付）に必要事項を記入し、医療事
務資格（医科）が確認出来る書類（写し）
を添えて国保年金課・内線646
◆同行援護従業者養成研修一般課程
　並びに応用課程受講者
①【一般課程】…介護関係の資格がな
くても受講可。日7月28日㈪・29日㈫・
31日㈭9時～17時　所近隣センター
こもれび、けやきプラザ7階研修室　
②【応用課程】…一般課程を修了した
方。日8月21日㈭・28日㈭9時～17時　
所けやきプラザ7階研修室・介護実習
室　対・定現在、重度の視覚障害者（児）
の外出支援に携わっている方、同行援
護従業者を目指す方、各先着20人　
費①2万円②1万5000円（テキスト代、
実習実費別途あり）　締切日①7月18
日㈮②8月8日㈮　 ・ 電話・Eメー

ルで連絡後、受講申込書（社会福祉協
議会ホームページでダウンロード可）
をファクスまたは郵送。我孫子市社会
福祉協議会☎7184－1539 2003@
abiko-shakyo.com
◆～結婚を考えているあなたへ～
　“蕎

そ ば

麦打ち体験”で楽しく婚活!!
日8月31日㈰10時～14時30分　所近
隣センターこもれび　対・定女性38
歳～48歳、男性40歳～50歳までの独
身の男女、各12人（応募多数の場合は
抽選）　費2500円（蕎麦打ち体験代・
昼食代含む）　 ・ 電話またはEメー
ル。7月31日㈭午後5時までに我孫子
市社会福祉協議会☎7184－1539
wedding@abiko-shakyo.com
◆第13回 天王台ふれあい夏まつり
　出店者
日8月9日㈯13時～21時（雨天時8月
10日㈰）　対近隣に在住の商店、市
民　費飲食店3000円、物品販売1000
円、フリーマーケットは無料　 ・
電話で7月31日㈭までに間中☎7185
－1010、荒井☎7184－4925
◆ほくほく南まつり（同時開催 第11回
　湖北台サンバ）出店者
日9月28日㈰（雨天中止）　所湖北駅南
口　募集区画50区画（1区画2.5m×1
～2ｍ※場所により異なる）出店者多
数の場合は区画制限あり　費1区画一
般3000円、商工会員2000円　締切日
8月31日㈰　 ・ 電話、ファクス、E
メール。フルール☎ 7187－2620、
ホリデーワン☎7187－3020 7188
－8098 horiday-1@live.jp
◆平成26年度 戦没者遺児による
　慰霊友好親善事業参加者
実施地域旧満州、西部ニューギニア、
旧ソ連、マリアナ諸島、東部ニューギ
ニア、トラック・パラオ諸島、ボルネオ・
マレー半島、フィリピン、ソロモン諸
島、ミャンマー、台湾・バシー海峡、
インド、中国、ビスマーク諸島、マー
シャル・ギルバート諸島※日程など詳
しくは日本遺族会事務局☎03－3261
－5521　 ・ 千葉県遺族会事務局
☎043－251－3358

お知らせ
◆平成26年度 毒物劇物取扱者試験
日8月8日㈮13時30分～15時30分（13
時集合）　試験の種類一般毒物劇物取
扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者
試験、特定品目毒物劇物取扱者試験　
所敬愛大学稲毛キャンパス　願書受付
持参…7月3日㈭・4日㈮9時30分～11
時30分、13時～16時県教育会館304
会議室　願書配布松戸健康福祉セン
ターほか　 千葉県健康福祉部薬務
課☎043－223－2618
◆ふたつのサマー宝くじ
　7月4日から発売
市町村の振興を目的に、｢サマージャ
ンボ宝くじ｣ と ｢サマージャンボミニ
6000万円宝くじ｣ が、7月4日㈮～25
日㈮まで発売されます。宝くじの収

益金は、市町村の明るく住みよい街づ
くりに使われています。購入は千葉県
内の宝くじ売り場で！　 財政課・内
線223
◆夏休み中学生・高校生模擬裁判
日7月23日㈬10時～16時　所千葉県
弁護士会松戸支部（松戸市松戸1281の
29）　内①民事裁判の説明②模擬裁判
③模擬裁判に対する講評　対中学生
～高校生　定先着20人　費無料　
・ 7月8日㈫9時から電話で千葉県弁
護士会松戸支部☎047－366－1211
◆原子爆弾被爆者見舞金を支給
対被爆者健康手帳を交付されている
方で、7月1日現在我孫子市の住民基
本台帳に登録されている方（外国人も
含む）※昨年申請された方には、申請
書を送付　見舞金額年額1万円　 ・
原子爆弾被爆者見舞金支給申請書

に被爆者健康手帳の写しを添えて、7
月11日㈮までに提出（郵送可）。社会
福祉課・内線649
◆第64回 “社会を明るくする運動”
　街頭啓発活動
社会を明るくする運動は、犯罪や非行
を防止し、罪を償い、再出発しようと
する人たちの立ち直りを支える地域の
理解を広める全国的な運動です。７
月の強調月間に街頭啓発運動および演
奏会を行います　日7月12日㈯※雨天
実施・演奏は中止　所①マスダ湖北店
（湖北中学校吹奏楽部による演奏。午
後3時～）②ナリタヤ布佐店（布佐中学
校吹奏楽部による演奏。午後3時～）　
内街頭啓発運動（風船・うちわ・しお
り人形・パンフレット・エコバッグ配
布）　 社会福祉課・内線649　
◆犬猫譲渡会
日7月13日・27日、8月10日・24日
いずれも㈰11時～14時（雨天実施）　
所市役所駐車場　 我孫子犬猫里親
会☎090－1618－2502

ほくほく
北まつり

日7月19日㈯12時～18時（荒天
中止）　所湖北駅北口ロータリー
～スーパーマスダ前　内大ビン
ゴゲーム大会、太鼓やダンスの
路上パフォーマンス、地元園児・
高校生の出演、河童音頭大行進、
「湖北の市」とフリーマーケット
※7月19日は湖北まつりと同時
開催！
商工会湖北地区会・石井☎

7188－0882
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