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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12

■ 「木工アドバイザー」 休館日を除く毎日 9時30分～16時30分
■ 「トールペイント相談日」 第1金曜日 10時～15時
■ 「裂き織り・布バッグ作り相談日」 第2水曜日 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

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
（傘布でエコバッグ）

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
（コットンバスケット） 11日㈭ 10時～15時 3人 300円

柄と無地布各50㎝×80㎝、同
色のミシン糸、手芸綿110g（な
い方は材料費110円）、裁縫道
具、昼食

布バッグ作り教室
（裂き織りポシェット） 12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

入園・入学準備
袋物作り教室

16日㈫、19日㈮
10時～15時

各
5人 300円 お好みの布、サイズ表、昼食

布クラブ教室
（正月用リース）

17日㈬ 
9時30分～15時 10人 300円 材料費400円、裁縫道具、昼食

布クラブ教室
（名古屋帯からバッグ）

18日㈭ 
9時30分～15時 5人 300円

名古屋帯1本（ほどいてアイロ
ン）、裏地40㎝×50㎝、材料
費300円（接着芯、ファスナー
40㎝）、裁縫道具、昼食

木工教室（段飾り棚） 18日㈭ 10時～12時 5人 300円 なし
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（7㎜幅で幣束切

りして4束のヒモにする）、ハサミ
ペイント教室
（お正月飾り）

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

★12月14日㈰は工房大掃除のため、午前中は休館になります。午後は13時より通常通りです。
※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。

◎布クラブ、裂き織り相談日（10時～15時）にはミシンを開放。糸とボビンを持参（工房使用料がか
かります）。
※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://www.abiko-fureaikoubou.com

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、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。

覧いただくか、お問い合わせください。
往復ハガキに必要事項を明記し12

月19日㈮必着。 取手グリーンス
ポーツセンター（茨城県取手市野々井
1299）☎0297－78－9090 http://
www.toride-green-spocen.com

募集
◆こども発達センター言語聴覚士
　（嘱託職員）
雇用期間平成27年1月13日～3月31
日（更新あり）　勤務日時週4日8時30
分～17時（曜日は要相談）　勤務場所
こども発達センター（新木駅下車徒歩
15分）※車通勤の場合、駐車場利用料
1日200円　勤務内容就学前のお子さ
んの個別言語聴覚療法　募集人数1人
（経験者）　報酬時給2840円（通勤手
当あり）　選考方法面接　 12月19日
㈮必着。履歴書（写真貼付）に必要事
項を明記し言語聴覚士免許の写しを添
付。事前連絡のうえ郵送または本人が
持参　 こども発達センター（〒270
－1112新木1637）☎7188－0472
◆学校安全管理員（臨時職員）
任期平成27年4月1日～平成28年3月
31日（更新あり）　勤務日時学校授業
日（週3～4日、1日4時間）　勤務場所
市内各小学校　勤務内容学校周辺の
巡回、登下校時の児童の見守りなど　
募集人数若干名　賃金時給800円　選
考方法書類と面接　 ・ 申込書（教
育委員会に用意）に必要事項を明記（写
真貼付）し12月22日㈪までに持参。教
育委員会学校教育課☎7185－1267
◆我孫子市青少年相談員
子どもと遊ぶことが好きな方、地域の
ために何かしたいと思っている方、青
少年相談員として一緒に活動しません
か?（満25歳～45歳の市内在住・在勤
の方対象）詳しくはお問い合わせくだ
さい。 子ども支援課・内線832

44434433お知らせ
◆猫犬譲渡会
日・所12月7日㈰・21日㈰市役所駐車
場、平成27年1月18日㈰五本松公園。
いずれも11時～14時※当日の持ち込
み不可（要事前連絡）。引き取り不可。
ねこわんこ☎080－8723－9550
◆受動喫煙防止対策
　助成金制度について
職場での受動喫煙防止対策に取り組む
中小企業事業主の皆さんが、一定の基
準を満たす喫煙室を設置・改修する
費用（上限200万円）を助成する制度で
す。詳しくはお問い合わせください。
千葉労働局健康安全課☎043－221

－4312　
◆日本チームが
　国際ボルネオバードレースで優勝!
9月26日から10月1日まで開催された
国際ボルネオバードレースで、ジャパ
ンバードフェスティバル公認「我孫子
鳥の大使」♪鳥くん（永井真人さん）が
所属する日本チームが優勝しました。

◆湖北台クリスマスコンサート
日12月13日㈯13時30分～15時30分
所湖北台近隣センター　内出演…ヴィ
ヴァ・マンドリーノ、吉田真澄さん（ソ
プラノ歌手）　費無料
【我孫子南まち協】 ☎7181－1011
◆第17回 スカイサロン・
　クリスマスオーディオコンサート

日12月14日㈰14時～15時30分（13時
30分開場）　所我孫子南近隣センター
（けやきプラザ9階）　内クリスマスの
曲を色々な音源・大型スピーカーで楽
しみます。曲目…ホワイトクリスマス・
山下達郎曲ほか。出演…我孫子オーデ
ィオファンクラブ　定100人（12月1
日㈪10時から整理券配布）　費無料

　（一財）自治総合センターの平成26年度宝くじの助成を受けて、四丁目祭
礼委員会（我孫子第十町内自治会、寿町内会、栄町会、東町会、子の神台
自治会）は山車等の備品を修繕しました。今後も八
坂神社祭礼を通して、地域住民相互のふれあいを促
進するとともに、歴史・文化の継承および子どもた
ちの郷土愛の育成が期待されます。
　市民活動支援課・内線434

宝くじの助成金で山車等の備品を整備

日本は参加国中最もボルネオ島から離
れており、生息している鳥の種類が大
きく異なっているため、不利な条件
のなかでの優勝は快挙です。 手賀沼
課・内線467
◆自動車税の滞納処分を強化
　～滞納は見逃しません！～
県では自動車税の未納額の縮減のため、
11月～平成27年3月を滞納整理強化期
間とし、給与・預金・自動車などの差
押えを一層強化します。自動車税が未
納の方は、至急納付してください。　
柏県税事務所☎7147－1231、千葉県
総務部税務課☎043－223－2127
◆衆議院議員総選挙及び最高裁判所
　裁判官国民審査に伴うイベントの
　中止・変更について
選挙に伴い、投票所で行われるイベン
トが中止・変更になる場合があります。
詳しくは各施設にお問い合わせくださ
い。対投票日前日午後から当日に投票
所で開催されるイベントなど※湖北地
区公民館、我孫子南近隣センター（第
1会議室）、近隣センターふさの風は
期日前投票所のため、対象以外に開催
されるイベント等も中止・変更される
場合があります。 選挙管理委員会・
内線345

【新木まち協】 ☎7188－2010
◆歌声喫茶 in 新木
日12月6日㈯13時30分～15時30分　
所新木近隣センター　内童謡・唱歌・
叙情歌などを一緒に歌います。費500
円（お茶、お菓子付）※申込不要　
【布佐南まち協】 ☎7189－3740
〈共通〉所布佐南近隣センター
◆ファンタスティック
　クリスマスコンサート
日12月7日㈰14時開演（13時30分開
場）　出演女声合唱団「布佐ポピーズ」、
中村文美さん（ピアノ演奏）ほか　費
無料
◆しめ飾り講習会
日12月27日㈯午前の部9時～12時、
午後の部13時30分～16時30分　定各
先着15人　費700円（材料費）　 費
用を添えてセンター窓口まで
【ふさの風まち協】 ☎7181－6211
〈共通〉所近隣センターふさの風
◆寺子屋（てらこやせみなー）
日12月13日㈯・27日㈯10時～12時　
内近現代の日本経済の推移と布佐の
歩み。講師…石井英朗さん（東日本国
際大学名誉教授）　定40人（中学生以
上）　費無料
◆「光のワークショップ」
　光と虹のファンタジー
日12月17日㈬13時～15時30分　内
スワロフスキーのエレメントを使用し
てサンキャッチャー（レインボーメー
カー）を作製。コーヒーブレイク付き　
対・定20歳以上、先着10人（要申込）　
費3000円
【湖北台まち協】 ☎7187－1122

　久寺家近隣センターでは、空調機の老朽化に伴い改修工事を行います。
工事期間中は、近隣センターを臨時に休館するため、フリースペースも利用
できませんのでご了承ください。なお、臨時休館に伴うセンターの事前予
約は下表のとおり行います。利用者の皆さんのご協力をお願いします。
　市民活動支援課・内線434

久寺家近隣センター
臨時休館の期間 平成27年2月2日㈪～28日㈯

事前予約受付日時 平成27年2月1日㈰9時～9時30分
※申し込みが重なった場合は、受付終了後に抽選を実施。

事前予約できる期間 平成27年4月2日㈭～28日㈫の使用分
※休館日（4月1日、15日）を除く。

久寺家近隣センター臨時休館
および事前予約のお知らせ

http://www.toride-green-spocen.com
http://www.toride-green-spocen.com
http://www.abiko-fureaikoubou.com
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