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田、相島、新々田の隣接地）
農政課☎7185－1481、柏市農政課

☎7167－1143、印西市植物防疫協会
☎0476－48－2207

猫譲渡会
7月12日㈰・26日㈰、8月9日㈰・

23日㈰12時～15時※荒天中止　 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は不可　 我孫子
犬猫里親会☎090－1618－2502

募集
公園管理技能員（年度任用職員）

任期10月30日㈮まで　勤務日時月14
日（平日8時30分～17時）　 公園管理
事務所（湖北台中央公園内）　 刈払機
などの草刈り機類を操作できる方　
若干名　 時給1020円～　 ・ 7
月10日㈮までに登録申込書（市ホーム
ページからダウンロード可）を持参・郵
送。〒270－1192公園緑地課（住所省
略可）・内線544

市民伝言板
詳しい内容の確認は、当事者間で行うよう
お願いします。
近セ…近隣センター 、 …入会金、 …月会
費、 …年会費、 …申し込み、 … 問い合
わせ

講演・催し たのしもう

▼嘉納治五郎ゆかりの地を巡る　7月
18日㈯9時～12時。我孫子駅南口集
合。三樹荘、天神山緑地など。銅像見

学中心に治五郎の功績などを紹介。30
人。500円。 ・ 我孫子の文化を守
る会・美崎☎080－3410－4426
▼あびショップ　7月19日㈰・20日
㈪10時～18時（最終日17時まで）。イ
トーヨーカドー我孫子南口店エントラ
ンス。手作り品、雑貨、アクセサリー、
木工品など。 齋藤☎090－7178－
2924
▼ パソコン 楽 しみ 隊 市 民ICT講 座

「ワードで作る写真集」　7月21日㈫13
時30分～15時45分。我孫子南近セ。
自分で撮った写真でアルバム作り。ワー
ド初心者。10人。1500円。 ・ 小
西☎7149－5243

会員・仲間募集 やってみよう

▼あびこシニアクラブ（定年男性の集
まり）　毎月第3㈫。市内近セ。ボラ
ンティア、学習、分科会（太極拳、ゴル
フ、料理など12分科会）。 1000円。

2000円。 高橋☎090－1705－
8694、白石☎090－9208－5795

イベント
市民活動ステーションの主催事業

◎シニアのための簡単Zoom講座＠オ
ンライン　 7月15日㈬13時～14時　

オンライン会議のアプリZoomの使
い方を学ぶ　 先着10人
◎第4回あびじょカフェ＠オンライン

「自分の興味関心を掘り下げる」 7月
17日㈮10時30分～12時　 Zoom使
用。テーマ「やりたいことプランシート
をつくる」　 子育て中のママ　 先着
10人　 筆記用具

〈共通〉 無料　 ・ 電話・ファクス・
Eメールで住所・氏名・電話番号を明
示。市民活動ステーション☎ 7165
－ 4370 abikosks@themis.ocn.
ne.jp

猫譲渡会＆フリーマーケット
7月19日㈰10時～12時　 アビスタ

前広場（手賀沼公園側入り口）　 日用
品の販売。売り上げは市内の野良猫を
増やさない活動に使用。フリーマーケッ
トへの寄付物品も募っています　 ね
こ友会・早川☎7188－0007

講演・講座・教室
令和2年度第1回お元気まんてん教室
「認知症、心配しないで！正しく知ろう！楽しく脳活！」
7月29日㈬14時～16時　 近隣セ

ンターこもれび　 今川篤子さん（あび
こ診療所所長）　 20人（要申込）　
無料　 ・ 天王台地区高齢者なんで
も相談室☎7182－4100

お知らせ
千葉県動物愛護センター動物愛護事業
◎犬のしつけ方教室　①基礎講座　

7月14日㈫、8月19日㈬、9月8日㈫
13時30分～15時30分　 無料※飼い
犬の同伴不可　②実技講座　 7月29
日㈬、8月26日㈬、9月30日㈬9時30
分～11時30分、8月1日㈯13時30分～

15時30分　 先着10組※基礎講座の
受講必須、飼い犬同伴　 3300円　
◎一般譲渡会　 7月2日㈭、8月6日
㈭、9月3日㈭13時30分～16時　 無
料　

〈共通〉 ・ ・ 千葉県動物愛護セン
ター東葛飾支所（柏市高柳1018の6）☎
7191－0050　（実技講座のみ）（公財）千
葉県動物保護管理協会☎043－214－
7814

暴力団に関する相談会
7月8日㈬10時～16時　 東葛飾地

域振興事務所（松戸市小根本7）　 専
門の相談員が対応し、必要に応じて警
察への通報・弁護士の紹介などを行い
ます　 ・ （公財）千葉県暴力団追放県
民会議☎0120－089354

水稲防除にご注意を
水稲を病害虫から守るため、無人航空
機による水稲防除を実施します。薬剤
散布中および散布直後は区域内へ立ち
寄らないようにご注意ください。無人
航空機による防除は低空での散布が出
来るため、有人航空機による防除に比
べ安全に作業を行うことが出来ます。
※天候などにより日時変更・中止にな
る場合があります
◎我孫子市　① 7月17日㈮4時30分
～12時頃　 利根川沿い水田（北新田
の一部）　② 7月23日㈷4時30分～
12時頃　 利根川沿い水田（古戸の一
部）③ 7月24日㈷5時～11時頃　
利根川沿い水田（江蔵地の一部、北郷
の一部）
◎柏市　① 7月16日㈭　 手賀沼沿
い水田（鷲野谷、手賀、第一干拓、第
二干拓）　② 7月17日㈮　 利根川
沿い水田（新利根、上利根、弁天下、
布施下）　③ 7月18日㈯　 手賀沼
沿い水田（布瀬、金山）　時間各日4時
30分～11時頃
◎印西市　 7月24日㈷・25日㈯5
時～10時頃　 手賀川沿い水田（下沼

情報ひろば 市や官公庁主催・共催・後援、補助団体の記事を
掲載しています。
各項目は、次のように省略しています。

…日時、 …場所、 …内容、 …講師、 …出演、
…対象、 …定員、 …報酬・報償、 …選考方法、
…費用、 …入場券販売所、 …持ち物、 …申し

込み（記載のないものは申込不要）、 …問い合わせ

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　5月末日現在

5 月の発生件数 11 件
今年の発生件数（1 月～） 87 件
前年同期比 －21 件

5 月の死者数 0 人
今年の死者数（1 月～） 2 人
前年同期比  +2 人

5 月の負傷者数 15 人
今年の負傷者数（1 月～） 101 人
前年同期比 －26 人

献血にご協力を
日時　7月9日㈭午前10時～11時45分、午後1時～4時
場所　市役所議会棟前
献血条件　16歳～69歳で男性45㎏以上、女性40㎏以上の方。※65歳以上の
方は、60歳～64歳までに献血経験がある方
持ち物　献血カード、本人確認書類（運転免許証など）

　社会福祉課・内線377

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今年度の市民文化祭は中止し
ます。それに伴い、一般市民の方の参加募集も行いません。ご了承ください。

　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1601

第63回我孫子市民文化祭開催中止

布佐行政サービスセンター会議室使用料決定

令和3年12月に証明書自動発行機サービスを終了

利用開始日　10月1日㈭
　予約は布佐行政サービスセンター窓口で受け付けます。

　布佐行政サービスセンター☎ 7185－4984

　令和4年1月からは、住民票の写しと印鑑登録証明書をコンビニエンススト
アで取得できる「コンビニ交付」を導入予定です。「コンビニ交付」の利用には、
電子証明書を搭載したマイナンバーカードが必要です。詳しくはお問い合わせ
ください。

　印鑑登録証・あびこ市民カード…市民課・内線360、マイナンバーカード
について…市民課・内線478

利用区分 午前
（午前9時～正午）

午後
（午後1時～5時）

夜間
（午後6時～9時）

使用料 480円 660円 480円
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