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☎7186－5500
青山450番地ふれあい工房ふれあい工房楽 月

の
月
の9

■ 「木工アドバイザー」 休館日を除く毎日 9時30分～16時30分
■ 「ペイント相談日」 第1金曜日 10時～15時
■ 「布ぞうり相談日」 第3火曜日・第3金曜日 10時～15時
■ 「布クラブ相談日」 第1火曜日・第1木曜日・第4水曜日・第4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
■ 「裂き織り・布バッグ相談日」 第2水曜日 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
（吊るし雛、親子フクロウ）

9日㈫、23日㈷
9時30分～15時

各
5人 300円 裁縫道具、昼食、材料費300円

木工教室（本立て） 10日㈬ 10時～12時 5人 300円 なし

布クラブ教室
（傘布からエコバッグ）

10日㈬ 
9時30分～15時 5人 300円 ミシン糸、裁縫道具、昼食

布クラブ教室（スツール） 11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

バッグ作り教室
（裂き織り入り巾着） 12日㈮ 10時～15時 5人 300円 裂き織り、その他の布、ミシン

糸、裁縫道具、昼食

布クラブ教室（ネクタイ
からネックレス）

17日㈬ 
①9時30分～12時
②13時～15時

各
7人 300円

ほどいた薄地（ペラペラなもの）
ネクタイ1本、ミシン糸、裁縫道
具、材料費300円

布クラブ教室（着物から
リバーシブルベスト）

18日㈭ 
9時30分～15時 5人 300円

着物35㎝×60㎝を4枚、柄違い
35㎝×60㎝を4枚、芯40㎝×
60㎝を1枚分（ある方）、ボタ
ン1.8㎝を3～6個、裁縫道具
（マチ針20本以上）、昼食

木彫教室（顔レリーフ、少女）
2回とも参加できる方

18日、25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 20日㈯ 10時～12時 5人 300円 包丁は1人2本まで

裂き織り教室 23日㈷
9時30分～11時30分 5人 300円 古布1㎡くらい、ハサミ

ペイント教室
（ハロウィン カボチャ）

26日㈮ 
9時30分～12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

※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。

●おもちゃドクター養成講座（初級編）募集…日時10月5日・12日・19日、
11月2日いずれも㈰13時～16時、4回連続で参加できる方　場所ふれあい工
房　対象者市内在住、在勤、在学でおもちゃ修理のボランティア活動に関心の
ある方、男女不問　定員先着10人　講師我孫子おもちゃの病院院長・村上悳哉
と担当ドクター　 ・ 我孫子おもちゃの病院 http://abiko-toy-hospital.
jimdo.com/

◎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）。

よみがえれ手賀沼

COD（化学的酸素要求量）･･･湖沼や海域の水
の汚濁の程度を示す指標で、数値が低いほど
水質が良いことを示しています。
☆我孫子市では、県・流域市とともに下水道
の整備や合併処理浄化槽の設置補助、排水路
の浄化施設等の運営管理などにより、手賀沼
への負荷の軽減を目指しています。今後とも
市民の皆さまのご理解とご協力をよろしくお
願いします。次回は平成26年11月16日号

手賀沼水質情報速報値（千葉県水質保全課提供）

測定地点 測定機関 COD環境基準
手賀沼中央 千葉県 5.0（㎎/L）

測定日 COD（㎎/L）
平成 26年 4 月　7日 7.1
平成 26年 4 月 16 日 8.2
平成 26年 5 月　8日 9.8
平成 26年 5 月 23 日 6.6
平成 26年 6 月　3日 7.5
平成 26年 6 月 17 日 7.2

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子市警察署管内　7月末 現在

7 月の発生件数 26 件
今年の発生件数（1月～） 198 件
前年同期比 － 8件

7月の死者数 0 人
今年の死者数（1月～） 0 人
前年同期比  0 人

7 月の負傷者数 31 人
今年の負傷者数（1月～） 232 人
前年同期比 － 14 人

日程・内容　下表参照　
時間　奇数番号…午後1時30分～3時　偶数番号…午後3時20分～4時50分
場所　川村学園女子大学（費用無料）　

・ 10月8日㈬(消印有効)までに、Eメール・ハガキ・ファクスに講座番
号、住所、氏

ふ り が な

名、年齢、性別、電話番号を明記し〒270－1138下ヶ戸1133
川村学園女子大学公開講座係 7183－0115、 koukaikouza@kgwu.
ac.jp、 http://www.kgwu.ac.jp/event/open.html、☎7183－5526
☆全8講座出席者には修了証を発行します。

番号 講座名 講師 実施日
① 平安の調べを聴く　－雅楽の響き－ 辻浩和

10月18日㈯
② 赤い王朝、黄色い王朝　－五行説の世界－ 高津純也

③ 音コミュニケーション　　
－作曲で体験する音楽療法－ 簑下成子

11月1日㈯
④ 音を文字で表すオノマトペの世界

－「しとしとぴっちゃん」は英語に訳せるか－ 小山久美子

⑤ 日本の美術にみる色彩と文化　－青の世界－ 荻原延元
11月15日㈯

⑥ 村の民謡は創造の翼
－ハンガリー20世紀の二大作曲家の音楽を聴く－ 尾見敦子

⑦ 「紫の物語」としての『源氏物語』 森田直美
11月29日㈯

⑧ 金色の夢　－オリエントの失われた黄金－ 山本由美子

川村学園女子大学公開講座
～音の世界を語る・色の世界を語る～

情報ひろば・市民伝言板

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、市内に10協議会あり、近隣センターの管理運営を行っています。

老人ホーム、保育園などで花壇づく
りとその管理。花が大好きな方! ほん
の少しだけ地域のためにお役にたち
ませんか! 年1000円。 原田☎090－
9013－8120
▼男塾21シニア男子の料理教室　毎
月第3㈮アビスタ調理室。女性講師の
指導のもと料理をワイワイ楽しんでい
ます。若干名。半年1万円。 脇田☎
090－5422－5479
▼文化庁伝統文化親子教室「謡曲と仕舞」
9月～平成27年1月第1・3㈯13時～15
時根戸近隣センター。小・中学生の親
子。発表会…11月3日㈷湖北地区公民
館。 ・ 小林☎7185－2230
▼湖北台かっぱ太鼓　月2回主に㈯湖
北台近セ。幼児から大人まで一緒に太
鼓を楽しみましょう。お祭りを含め年
6回ほどの本番あり。月500円。 鈴
木☎080－5536－7340

森☎7184－3943
▼あびこ市歩こう会　毎月第2㈰10㎞
歩く。年1800円。体験日9月14日㈰
新木駅南口8時40分集合、昼食持参、
300円（雨天中止）。 ・ 米川☎090
－2458－6686
▼婦人体操の会　月3回㈪9時30分～
12時アビスタ・けやきプラザほか。無
理なく楽しくリズム体操・ストレッチ・
筋力アップ・マッサージ。1回1000円
（無料体験1回）。 同会☎7185－5195
▼台湾文化語学交流会　月各3回㈫・
㈯12時10分～14時40分（前半経験者・
後半初心者）アビスタ。繁・簡体字で
指導。台湾文化、歌あり。入1000円、
月3500円。 田中☎7187－5862
▼墨彩画会墨絵教室　毎月第2・4㈬
13時～15時30分湖北台西小地域交
流教室。四季折々の花を色紙に墨、
顔彩等で描く。10人。入1500円、月
2000円。 赤坂☎7187－2167
▼花と緑の会　毎週㈭10時～12時。

定市内在住・在勤・在学の方、20人
（応募者多数の場合抽選）　費7000円
（全8回分）※材料費込　持筆記用具、
エプロン、タオル2枚、ビニール袋、
弁当、飲み物、汚れてもよい服装　
9月16日㈫までに往復ハガキに住所、
氏名、電話番号、年齢を記入し郵送、
または窓口に返信用のハガキを持参　

〈共通〉所・ 〒270－1122中里81の
3湖北地区公民館☎7188－4433

44434433お知らせ
◆犬猫里親会
日9月14日・28日、10月12日・26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
◆井戸水などを使用している方の

◆料理セミナー
日9月27日㈯10時30分～15時　内家
庭で楽しむ秋のミニ懐石料理。秋鮭の
つけ焼き、アボカド重ね、菊づくしな
ど　定先着16人　費800円　持エプ
ロン、三角巾、食器用ふきん、手ふき、
筆記用具　締切日9月22日㈪まで　

〈共通〉所・ ・ 新木近隣センター
☎7188－2010
【ふさの風まちづくり協議会】
◆布佐のまつりを楽しもう! 
日9月13日㈯～15日㈷9時～21時　内
屋内…展示・休憩所、屋外…郷土芸能
（小・中学生）　費無料
◆寺子屋（てらこや・せみなー）
日9月13日㈯・27日㈯10時～12時　
内経済学入門～市場経済のしくみ。講

師…石井英朗さん（東日本国際大学名
誉教授）　対・定中学生以上、40人（無
料）　〈共通〉所・ ・ 近隣センター
ふさの風☎7181－6211
【天王台北地区まちづくり協議会】
◆「近隣アート展」出展者を募集
日10月11日㈯・12日㈰　内絵画、書
道、手芸、陶芸、写真など。お子さん
の絵や工作も大歓迎!　費無料　所・

・ 9月30日㈫までに天王台北近隣
センター窓口☎7182－9988

　下水道使用料について
水道水以外の水（井戸水など）をご使
用の場合は、使用人数や用途により水
量を認定して算出します。住民票の異
動だけでは下水道の人数変更はされま
せんので、忘れずに届出をお願いしま
す。住民登録をしていても、実際に居
住していない方がいる場合はご相談く
ださい　 下水道課・内線538

【新木地区まちづくり協議会】
◆新木シニア楽々講座
日9月13日㈯13時30分～16時　内シ
ニアの方を対象に、生き生きとした生
活を楽しむための健康体操とヘルスリ
ズムスなど　定50人（無料）　持運動
が出来る服装　

http://abiko-toy-hospital.jimdo.com/
http://abiko-toy-hospital.jimdo.com/
mailto:koukaikouza@kgwu.ac.jp
mailto:koukaikouza@kgwu.ac.jp
http://www.kgwu.ac.jp/event/open.html
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