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場）。白井市文化会館。コッペリア
より第3幕。無料。 荒井☎7189－
5885※詳しくは「エストレーラバレ
エ」で検索
▼プレアデスハーモニー モーツァルト
名曲コンサート　12月4日㈭14時30分
開演。あびこ市民プラザ。バイオリン
甚五公子、ビオラ富永裕子、ピアノ新
居美穂。無料。 富永☎7185－6573
▼エンジョイ楽々ジャズダンス〈中級〉
11月・12月の㈫19時～21時アビス
タ。㈭10時～12時天王台スタジオ。
ストレッチとダンスの基礎と振付。1
回1700円（無料体験可）。㈪初級クラ
スあり。 鴨田☎7186－5665

会員・仲間募集

▶楽しく歌う♪　毎月第1・3㈪18時～
19時30分。アビスタ、近セこもれび等。
呼吸と発声・歌曲・叙情歌。ソロに
もチャレンジ！初心者歓迎。入1000
円。月3000円。 板橋☎080－6523
－8213

▼ようこそ! ～ガールスカウトの仲間
へ～　11月23日㈷9時30分～11時30
分。我孫子北近セ並木本館。親子で五
感を使って楽しくガールスカウト体
験。4歳～小学生の女児と保護者。
・ 北嶋☎090－2176－3519
▼来る年干支“羊”木目込講習　11月
24日㈪、12月3日㈬・8日㈪13時30
分～16時30分あびこ市民プラザ会議
室1。2100円（材料費）。 11月10日
㈪14時～16時あびこ市民プラザ会議
室2。 鈴木☎7164－6609
▼楽しく作ってみんなで食べよう「ハレ
の日ちらし寿司」 11月28日㈮9時30分
～14時湖北地区公民館。先着20人。
1500円。エプロン、三角巾、布巾1枚。
・ 電話、ファクスで3日㈷まで（10時
～14時）食の会あびこ☎ 7186－5510
▼第2回 国定歌謡サークル歌の発表
＆皆様と唄を楽しむ会　11月30日㈰
アビスタ。14時開演（13時30分開場）。
無料。 国定☎080－5686－2062
▼エストレーラバレエ 第23回発表会
11月30日㈰15時30分開演（15時開

市民防災研修会「利根川 母なる川の大きな力」
日時　11月28日㈮午後2時～4時（雨天実施）
場所　電力中央研究所　※我孫子駅北口からバスの送迎あり（駐車場なし）
内容　①講演「利根川について」講師…電力中央研究所研究員　②施設見学
定員　先着60人（要予約）
費用　無料
・ 　11月14日㈮までに電話・ファクス・Eメール。住所・氏名・電
話番号を明示し市民安全課・内線217、 7185－5777、 bousaiken@
city.abiko.chiba.jp

カンファレンスセンター　内講演①「が
ん治療の最前線」、講演②「正しく知っ
て、がんと向き合う」岸本葉子さん
（エッセイスト）　定先着380人（要予約）
費無料　主催 日本癌治療学会　
・ 11月25日㈫までにEメール、ファ
クス。住所、氏名、電話番号、参加人
数を明記し運営事務局☎03－5216－
5318 03－5216－5552 10jsco-
shimin@congre.co.jp
◆こもれびまち協･天王台地区社協　
　第5回 シニアいきいき講座
日11月30日㈰13時30分～16時15分
所近隣センターこもれび　内講座「施
設での介護サービスの紹介」、「健康体
操＆ヘルスリズムス」山口江美さん
（NPO「鼓響」理事長）　定先着50人　
費無料　 ・ 11月28日㈮までに電
話･ファクス・窓口。住所・氏名・電
話番号を明示し天王台地区社会福祉協
議会☎ 7183－9009（祝日・第2・4
㈫除く平日9時～12時、13時～16時）
◆第10回 介護予防トレーニングセンター
　理学療法士の腰痛改善教室
日平成27年1月10日㈯・17日㈯・24
日㈯・31日㈯、2月8日㈰いずれも①
9時30分～11時②13時～14時30分　
所けやきプラザ6階介護予防トレーニ
ングセンター　講師高見沢圭一さん・
山口正貴さん（東京大学医学部附属病
院理学療法士）　対・定40歳以上で5
回全て参加できる方、各抽選10人　
費1回300円　 ・ 12月13日㈯まで
に申込用紙を窓口。千葉県福祉ふれあ
いプラザ6階事務室☎7165－2881

募集
◆放課後対策事業スタッフサブリーダー
　（嘱託職員）
任期12月1日～平成27年3月31日（更
新あり）　勤務日時1日6時間・週27時
間程度※長時間勤務あり　所市内学童
保育室・あびっ子クラブ　内児童の生

日11月9日㈰10時～16時　所我孫子
南近隣センター（けやきプラザ8階）　
定先着5人（要予約）　 ・ 千葉県社
会保険労務士会東葛支部☎047－345
－9992（平日10時～15時）
◆犬猫譲渡会
日11月9日・23日、12月14日いずれ
も㈰11時～14時（雨天実施）　所市
役所駐車場　 吉原☎090－1618－
2502
◆平成26年度 我孫子市戦没者追悼式
日11月12日㈬10時30分～　所湖北地
区公民館　内戦没者および戦災死没者
を追悼し、平和を祈念するため戦没者
追悼式を開催します　対戦没者および
戦災死没者の遺族、一般参列者※申込
不要、直接会場へ。平服でお越しくだ
さい。 社会福祉課・内線649
◆臨時教職員候補者（講師）の登録会
日11月13日㈭9時30分～　所東葛飾
合同庁舎　内我孫子・松戸・柏・野田・
流山・鎌ケ谷の小・中学校に勤務を希
望する講師の登録会　 千葉県教育庁
東葛飾教育事務所管理課☎047－361
－2124
◆一日金融公庫開設
日11月18日㈫10時～15時　内事業
資金融資についての相談　所・ ・
11月13日㈭までに我孫子市商工会☎
7182－3131
◆ご存じですか? 労働委員会
　～雇用のトラブルまず相談～
パワハラ、解雇などのトラブルについ
て個別的労使紛争のあっせんや労働争
議の調整を行っています。労働者・使
用者どちらの申請も受付。簡単な手続
き、非公開、費用無料。 千葉県労働
委員会事務局☎043－223－3735
◆平成27年4月1日から改正パート
　タイム労働法が施行されます
主な改正内容　正社員と差別的取扱い
が禁止されるパート労働者の対象範囲
の拡大、パート労働者からの相談対応
のための体制整備義務の新設ほか、詳
しくはお問い合せください　 千葉労
働局雇用均等室☎043－221－2307

【ふさの風まち協】 ☎7181－6211
◆第6回ふさの風「文化祭」
日・内◎作品展示11月7日㈮～9日㈰
9時～17時（9日のみ16時まで）◎芸能
発表11月8日㈯13時～17時・9日㈰10
時～17時　所近隣センターふさの風

【新木まち協】 ☎7188－2010
◆ふれあい文化祭
日11月8日㈯・9日㈰9時25分～17時
所新木近隣センター　内芸能部門（吹
奏楽、フラダンスなど）、展示部門（俳
句、折り紙など）、お茶席、模擬店
【我孫子南まち協】 
◆折り紙で脳トレ（要予約）
日11月13日㈭10時～11時30分　所
けやきプラザ8階第1会議室　定先着
20人　費200円　 ☎7181－1011
◆ダイナミックあそび（要予約）
日11月17日㈪9時30分～12時　所け
やきプラザ9階ホール　内親子で鬼
ごっこほか。ティータイムあり　対・
定1歳8か月以上の未就学児と保護者、
先着17組　費500円（子ども2人目か
ら300円）　持動きやすい服装　 11
月3日㈷10時～ NPOすまいる事務局
ksdt2012@yahoo.co.jp（初めての
方は2日㈰10時～）※申込みはメール
のみ　 水野☎090－6012－1924
【我孫子北まち協】 ☎7157－4517
◆音楽会「ジャズコンサート」
日11月15日㈯13時30分～15時30分
所我孫子北近隣センター並木本館　出
演渡辺かづきトリオと愛田美樹　定先
着120人　費無料
【こもれびまち協】 ☎7165－2011
◆ぶんかまつり
日11月22日㈯～24日㈪9時～18時（最
終日は15時まで）　所近隣センターこ
もれび（入場無料）　内作品展示、音
楽演奏ほか。22日に限りお茶席・こ
もれびそば（有料）
【天王台北まち協】 ☎7182－9988
◆大人のクリスマスパーティー
日12月13日㈯17時～20時　所天王台
北近隣センター　内「ジャズコンサー
ト」BIGBAND BELL’Z出演、ダンス
タイム　定先着100人※センター窓口
でチケット発売中　費1000円（軽食・
飲み物付）

活支援、美化清掃など　対・定65歳
未満（平成26年4月1日現在）で教員免
許、幼稚園教諭、保育士、児童厚生員
のいずれかをお持ちの方、若干名　報
酬時給1240円～（通勤手当・社保あ
り）　選考書類選考後、面接　 ・
本人が持参（郵送不可）。履歴書、資
格証の写しを11月7日㈮17時までに
子ども支援課（市役所西別館2階）・内
線449
◆平成27年度
　千葉県生涯大学校入学生
期間11月10日㈪～12月26日㈮　資格
社会参加意欲のある千葉県在住の55
歳以上の方　願書配布場所高齢者支援
課（市役所西別館3階）、各行政サービ
スセンターほか※郵送希望者は、140
円切手を貼付した返信用封筒（角2）を
同封し郵送（県ホームページからもダ
ウンロード可）　 ・ 千葉県生涯大
学校事務局（〒260－0801千葉市中
央区仁戸名町666の2）☎043－266－
4705
◆ファミリーサポートセンター提供会員
援助内容保育、保育施設・習い事およ
び病児・病後児保育に送迎ほか※資
格や経験不問　活動時間6時～22時の
活動可能な時間　報酬子ども1人・1
時間あたり…平日700円・㈯㈰㈷年末
年始900円、病児・病後児保育および
送迎…平日（7時～20時）1000円　
入会金500円、顔写真2枚（縦3㎝×横
2㎝）、印鑑を持参し入会説明会に申
し込み。※入会説明会後、講習会に
必ず参加（次回講習会は11月11日㈫
～15日㈯）　 ファミリーサポートセ
ンター（アビイクオーレ〈イトーヨー
カドー我孫子南口店2階〉）☎7186－
4161（㈪～㈯9時～18時）

44434433お知らせ
◆社会保険労務士による
　年金無料相談会

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子市警察署管内　9月末 現在

9 月の発生件数 27 件
今年の発生件数（1月～） 246 件
前年同期比 － 2件

9月の死者数 0 人
今年の死者数（1月～） 0 人
前年同期比  － 1 人

9月の負傷者数 34 人
今年の負傷者数（1月～） 293 人
前年同期比 － 6人

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、自治会をはじめ地域のさまざまな団体で構成された住民組織です。市内に10協議会あり、近隣センターを拠点に、地
域のまちづくりに取り組んでいます。
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