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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および個人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。

時45分開場。けやきプラザ7階研修室。
弘田達也副院長。60人。無料。 ・
我孫子東邦病院☎7182－8166　
▼二松学舎大学夏休みこども研究会　
8月6日㈯・7日㈰10時～13時。柏キャ
ンパス（柏市大井2590）。小学4～6年
生対象の自由研究向け勉強会。受講料・
昼食費無料。送迎バスあり。 ・ 二
松学舎大学地域連携室☎7191－8753

会員・仲間募集

▼和太鼓「鼓作」　毎週㈰湖北台近セ
他。無料体験あり。頭と体の体操にな
ります。初心者歓迎。老若男女募集（子
どもは年中から）。月大人2000円、子
ども1000円。活動はお祭り、イベント
参加。 作間☎090－1738－6390
▼いきいき囲碁教室　毎週㈪・㈭13
時30分～16時30分。あびこ交遊館（湖

北駅南口徒歩1分）。初級～上級。男女・
年齢不問。月2500円。 岡田☎7188
－6688（10時～17時）
▼体ほぐし体操と歌声のつどい　第2・
4㈬13時～15時。楽しさが健康をサ
ポート。体力づくり、仲間づくり、若
さづくりに。200円。所・ 在宅福祉
サービスまどか会議室（天王台2の3の
1）・中丸☎7181－2567
▼あびこけやきクラブ　毎週㈭18時
～。けやきプラザ5階トレーニングセン
ター。ヨガ、トレーニングマシンで健康
と仲間づくり。初心者大歓迎。1回350
円。 ACOBA事務局☎7181－9701
▼スウィングジャズオーケストラ　月2
回㈯9時～12時。森のホール21。初心
者歓迎。オーディションなし。トロンボー
ン・トランペット・ドラム・パーカッション・
サックス・ボーカル募集。入4000円、
月4000円。 竹内☎7132－8554

☎7186－5500
青山450番地楽 ふれあい工房ふれあい工房月

の
月
の7

■ 「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水曜日 10時〜15時
■ 「布ぞうり相談日」 第2金曜日 10時〜15時
■ 「布クラブ相談日」 第1火曜日・第1水曜日・第1木曜日・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（7月31日は10時〜12時）
■ 「裂き織り・バッグ作り相談日」 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

※申し込み方法：申し込みは本人に限る（詳しく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までに電話で問い合わせてください。
★「夏休みこども体験フェスタ」は、7月30日㈯、7月31日㈰に開催します。詳しくは、広報あびこ7月16
日号で。※なお、30・31日の午前中、一般の方は工房の使用ができません。

※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

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

バッグ作り教室
（裂き織りポシェット） 8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。

布クラブ教室
（傘布でレインハット）

13日㈬
9時30分～15時 5人 300円 ミシン糸、裁縫道具、昼食、あ

る方はミシン、芯代150円

布クラブ教室
（牛乳パックでスツール）

14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

布クラブ教室
（バッグインバッグ）

20日㈬ 
9時30分～15時 5人 300円

和布（表布巾30㎝長さ70㎝、
裏布巾30㎝長さ70㎝）、ファ
スナー20㎝2本、芯代50円、裁
縫道具、昼食

布ぞうり作り教室 20日㈬
9時30分～12時 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
（浴衣からサマードレス）

21日㈭
9時30分～15時 5人 300円

ほどいてアイロンをかけた浴
衣、芯代200円、ミシン糸、裁
縫道具、昼食

トールペイント教室
（アイデアBOX）

22日㈮
9時30分～12時 5人 300円

トールペイント用平筆・丸筆
（ある方は）、雑巾、エプロン、
材料費100円

裂き織り教室 26日㈫
9時30分～11時30分 5人 300円 古布1㎡らい、ハサミ

裂き織り糸掛け教室 26日㈫
9時30分～11時30分 2人 300円 なし

情報ひろば・市民伝言板
筆記用具、飲み物、室内履き　所・
湖北地区公民館☎7188－4433
◆デジタル囲碁講習会
日毎週㈮13時30分～16時　所あしら
ねデジタル塾（マスダ湖北店3階）　内
インターネットで囲碁を楽しむ。初心
者歓迎・有段者は世界の愛好家と対
戦　費年500円、月2500円　 ・
大倉☎7179－3308、090－4058－
3555 

募集
◆歯科衛生士（臨時職員）
任期9月～学期ごと（更新あり）　勤務
日時毎週㈮8時～（業務内容による）　
勤務場所湖北台東小学校ほか　内歯科
衛生業務　定若干名　賃金時給1390円
選考書類審査、面接　 ・ 7月20日
㈬までに学校教育課☎7185－1267
◆災害時協力井戸
災害時に生活用水を提供していただけ
る井戸を募集します。ご協力をお願い
する場合は、市と協定を締結します。
飲料水に使用していない井戸でも構い
ません。詳しくはお問い合わせくださ
い　 市民安全課・内線217

4443443お知らせ
◆献血にご協力を
日・所①7月6日㈬10時～11時45分、
13時～16時。マスダ湖北店前（主催…
我孫子市商工会女性部）②7月7日㈭10
時～11時45分、13時～16時。市役所
本庁舎1階ロビー（献血バスは議会棟
前駐車場）　対体重…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
確認書類（免許証、健康保険証など）　

社会福祉課・内線377
◆サマージャンボ宝くじを発売
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
7000万宝くじ」が、7月6日㈬～29日
㈮まで発売されます。収益金は市町村
の明るく住みよいまちづくりに使われ

◎SKSカフェトーク　日8月14日㈰13
時30分～15時（荒天中止）※13時けや
きプラザ10階集合　内手賀沼の遊覧
船に乗り「手賀沼でしたいこと。実現
するための課題」をテーマに自由な懇
談　定先着20人　費500円（乗船代）
◎講座 ステキなチラシをつくる　日
8月25日㈭13時30分～16時30分　所
けやきプラザ7階　内Wordを使用し、
デザインや色、文字などの指導　講師
大工原潤さん（さいたま市市民活動サ
ポートセンター長）　定先着30人　費
500円 8月17日㈬まで　

〈共通〉 ・ あびこ市民活動ステー
ション☎7185－6300 abikosks@
themis.ocn.ne.jp
◆バドミントン夏季大会の日程変更
広報あびこ6月16日号7面に掲載した第
34回バドミントン夏季大会の日程が変
更になりました。開催日…7月24日㈰、
申込締切…7月14日㈭　 岡☎7184－
8108（18時～）※詳しくは我孫子市バ
ドミントン連盟ホームページ参照

◆我孫子南まちづくり協議会
◎楽しくタッチケア　
日7月8日㈮10時～11時30分　内お子
さんにやさしくマッサージ、ふれあい
遊び　講師坂巻芳子さん（元保育士）　
対・定1歳くらいまでのお子さんとそ
の保護者、先着10組　費400円（オイ
ル・資料代）　持バスタオル　
◎パソコン講座「インターネット⑴」　

ています。購入は千葉県内の宝くじ売
り場で!　 財政課・内線300
◆夏休み中学生・高校生模擬裁判
日7月25日㈪9時30分～16時　所千葉
地方裁判所松戸支部101号法廷　内刑
事裁判の説明、模擬裁判、講評　対・
定中・高校生、先着20人　費無料　

・ 7月6日㈬9時～電話で千葉県弁
護士会松戸支部☎047－366－1211
◆第66回 “社会を明るくする運動”
　街頭啓発活動
日7月9日㈯15時～　所①あびこショッ
ピングプラザ前（根戸小合唱部の合唱
あり）②マスダ湖北店（湖北中吹奏楽
部の演奏あり）③ナリタヤ布佐店（布佐
中吹奏楽部の演奏あり）※雨天時②③
の演奏中止　内街頭啓発運動（風船・
ティッシュ・クリアファイルなどの配
布）　 社会福祉課・内線649
◆犬猫譲渡会
日7月10日㈰・24日㈰、8月14日㈰・
28日㈰11時～14時（雨天実施）　所市
役所駐車場※持ち込みは要事前連絡。
保護犬猫の引き取り不可。詳しくはお
問い合わせください　 我孫子犬猫
里親会☎090－1618－2502
◆原子爆弾被爆者見舞金を支給
対象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1万円（年額）　
・ ７月11日㈪までに申請書と被爆者
健康手帳の写しを持参（西別館2階）ま
たは郵送。〒270－1192市役所社会福
祉課（住所省略可）・内線649
◆あびこ市民活動ステーション
◎JOYボラ2016Ⅱを無料配布　配
布期間7月～8月　配布場所各近隣セ
ンター、けやきプラザ、アビスタ、あ
びこ市民プラザ※市民活動ステーシ
ョンホームページ（ http://www.
abikosks.info/）からダウンロード可
内7月～11月まで子ども、若者が体験
できるボランティア情報を掲載※体験
証明書の発行あり

日7月12日㈫13時20分～16時30分　
内接続方法、メール作成・送受信な
ど　定先着16人※パソコン貸出あり

（6台）・貸出料300円　費600円　
◎パソコン相談室
日7月19日㈫13時～15時30分　内①
相談・初心者指導②ミニ相談・講座ミ
ニフォロー　定①12人（要予約、1人
40分）②人数制限なし（予約不要、1人
20分以内）　費100円　持パソコン
◎うまい! 簡単! 男の昼飯!　
日7月20日㈬9時30分～13時　内身近
な材料でバランスの良い献立。豚肉生
姜焼き、おひたし、味噌汁、ご飯　講
師澤圭

よ し な り

成さん、澤弥
や よ い

生さん　対・定料
理初心者の男性、先着16人　費500円
持エプロン　 電話で7月12日㈫まで
◎初めての夏休み
　読書感想文は大丈夫?
日7月22日㈮10時～11時30分　内図
書の紹介と絵本の読み聞かせ、紙芝居、
感想文について　講師ぐりとぐらのへ
や（読み聞かせグループ）　対・定小学
1年生と保護者、先着10組（要予約）　
費無料　持筆記用具（メモ用）

〈共通〉所・ ・ 我孫子南近隣セン
ター☎7181－1011
◆新木地区まちづくり協議会
◎新木シニア楽々講座
日7月23日㈯13時30分～16時　内暮
らしに役立つ講演とヘルスリズム体操
※軽い運動ができる服装　定50人　
費無料　所・ ・ 新木近隣センター
☎7188－2010

http://www.abikosks.info/
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