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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

情報ひろばに掲載しているイベントや講演・講座・教室などは感染症対
策を行い実施します。

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集　 ねこ友
会・早川☎7188－0007

まち協情報
我孫子南まちづくり協議会

◎スマホ・タブレット・パソコン相談　
8月15日㈯13時～15時30分※マス

ク着用、手指消毒や定期的な換気を実
施　 8人（要申込、60分）　 無料　

相談したい機器　 ・ ・ 我孫子
南近隣センター☎7181－1011

こもれびまちづくり協議会
◎こもれびそば打ち教室　 8月30
日㈰、9月13日㈰・27日㈰9時～13
時30分※マスク着用、飛沫防止シー
トあり　 全日程に参加できる方　

10人（抽選）　 ①500g打ちコース
5400円②700g打ちコース6000円

（全3回分、初回に一括納入）※初心者
は①　 エプロン、三角巾、タオル、
持ち帰り用容器　 ・ ・ 8月12日
㈬必着で、往復はがきに郵便番号・住
所・氏

ふ り が な

名・電話番号・教室名・コー
ス名を明記。〒270－1144東我孫子
1の41の33近隣センターこもれび☎
7165－2011

講演・催し たのしもう

▼歌声クラブ　①8月3日㈪10時～。
近セこもれび。700 円。② 8 月 21
日㈮ 13 時 30 分～。我孫子北近セ並
木。500 円。マスク着用、スリッパ
持参をお願いします。 稲吉☎ 090
－ 4027 － 6903

衛生士会ホームページからダウンロー
ド可）、お弁当の写真、返信用封筒（84
円切手貼付、宛先記入）を同封し郵送。
〒261－0002千葉市美浜区新港32の
17千葉県歯科衛生士会　 健康づく
り支援課☎7185－1126

お知らせ
Jアラート 全国一斉情報伝達訓練

地震や武力攻撃などの災害時に、全国
瞬時警報システム（Jアラート）から送
られてくる国からの緊急情報を市民の
皆さんに確実にお伝えするため、緊
急情報伝達訓練を実施します。市内
79カ所に設置してある防災行政無線
から、次の放送内容を一斉に放送し
ます　 8月5日㈬11時ごろ※災害発
生時などは中止　 防災行政無線チャ
イム→「これはJアラートのテストで
す」×3→「こちらは防災あびこです」
→防災行政無線チャイム　 市民安全
課・内線217

猫譲渡会
8月2日㈰・16日㈰、9月6日㈰・

20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。譲渡には
条件があります。詳しくはお問い合
わせください　 ねこわんこ☎080－
8723－9550

ホテルマークワン 「敬老の日」
無料宿泊プレゼント

宿泊日9月21日㈷　 1泊朝食付き。
ツイン・トリプル5室（10人）、シン
グル10室（10人）　 市内在住の70歳
以上の方（抽選）　 ・ ・ 8月15日
㈯必着ではがきに住所・氏名・年齢（2
人部屋の場合は2人の氏名・年齢）・電
話番号・喫煙の有無を明記。〒270－
1176柴崎台1の9の14ホテルマーク
ワンアビコ☎7186－1717

猫譲渡会＆フリーマーケット
8月16日㈰10時～12時　 アビス

タ前広場（手賀沼公園側入り口）　 日

硬式テニス我孫子市民大会
9月12日㈯※予備日9月19日㈯　

市民体育館　 シングルス。種目…男
子・女子ともに一般・年齢別　 市内
在住・在学・在勤で中学生以上の方　

60人　 1000円（高校生以下500
円）　 8月27日㈭までにEメール。山
来 info@abkta.main.jp※詳しくは
ホ ー ムペ ー ジ（http://abkta.main.
jp/）をご覧ください　 北村☎090－
2524－5214

5人のピアニストと仲間たち
～新しいコンサート様式による～

8月30日㈰14時開演※手指消毒な
どを実施　 アミュゼ柏　 「フィガ
ロの結婚」序曲（モーツァルト）、「白鳥
の湖」より（チャイコフスキー）など5
曲　 稲吉宏佳さん、高須洋美さんほ
か　 1500円※全席自由　 アミュ
ゼ柏、チケットぴあ、ブックマルシェ、
軽喫茶ぽぽら　 ムジークフロイデ・
高須☎7184－2526

講演・講座・教室
湖北地区公民館（コホミン）講座

◎スタインウェイのピアノを弾きませ
んか？　 9月5日㈯9時～、10時30
分～、12時～、13時30分～、15時
～、16時30分～、18時～（各回1時
間15分）　 ホールを貸し切り、知り
合いにあこがれの音色を聴かせてみま
せんか。※ホールでは座席を指定し、
参加人数は100人以内とします　 7
組（抽選）　 1000円　 8月12日㈬
まで
◎カラダを知ろうシリーズ〜呼吸で
健康！練功十八法〜（前段）　 8月21
日～11月20日の金曜日（8月28日、
10月9日は除く）15時30分～16時30
分（全12回）　 音やカウントに合わ
せ、どこでも気軽にできる呼吸体操

（起立した状態で行う運動）　 葉山美
貴さん（練功普及指導員）　 先着30
人　 6000円（別途テキスト代1000
円）　 運動できる服装、室内履き（運
動靴）、タオル、飲み物　

◎千葉伝統の技「太巻きまつりずし」　
9月13日㈰13時～15時　 四海

巻き　 川合美津子さん（元学校栄養
士）　 20人（抽選）　 800円　 エ
プロン、三角巾、布巾2枚、まきす（大・
小）、持ち帰り用容器、筆記用具　
8月23日㈰まで
◎音楽療法でリフレッシュ！〜元気に
ドレミ♪〜　 9月7日㈪13時～14時
30分　 歌・リズム遊びなどで脳ト
レーニング　 藤原葉子さん（流山音
楽療法）　 先着20人　 500円　
動きやすい服装、室内履き、飲み物

〈共通〉可能な限りマスク着用、手指
消毒や定期的な換気を実施　 ・ ・

湖北地区公民館☎7188－4433※
ホームページからも申込可

危険物取扱者保安講習
11月26日㈭午前…給油取扱所、午

後…給油取扱所以外　 けやきプラザ
ホール　 危険物取扱作業従事者（3
年に1回受講）、新たに取扱作業に従
事する方（従事した日から1年以内）　

275人（予定）　 千葉県収入証紙
4700円分　 ・ 8月24日㈪～28日
㈮までに受講申請書（消防本部予防課、
各消防署・分署で配布）を持参・郵送。
〒270－1166我孫子1847の6消防本
部予防課☎7181－7702

天王台お元気まんてん教室
8月27日㈭10時～12時※マスク着

用、手指消毒・検温などを実施　 天
王台北近隣センター　 「今だから知
りたい 介護保険の話～知っておきた
い あんなこと、こんなこと～」　 吉
田友香里さん（天王台地区高齢者なん
でも相談室）　 20人　 無料　 ・

天王台地区高齢者なんでも相談室☎
7182－4100

募集
講師登録説明会

①8月5日㈬、10月27日㈫②令和3
年1月7日㈭、9時30分～　 ①松戸
市女性センターゆうまつど②鎌ケ谷市
中央公民館　 東葛飾教育事務所管内

（我孫子・柏・松戸・鎌ケ谷・流山・
野田市）の小・中学校の講師を希望す
る方　 千葉県教育庁東葛飾教育事
務所☎047－361－2124※詳しくは
ホームページをご覧ください

「かむ子・のびる子・元気な子」
料理コンクール

テーマ「健康かみかみ弁当」千葉県
の農産物を利用し手軽に作れ、よくか
める子ども向けのメニュー（材料費1
人分600円前後） 11月22日㈰のコ
ンクールに参加可能な方　 9月11日
㈮（消印有効）までに応募用紙（県歯科

イベント

 図書館　1日㈯〜30日㈰
 休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
湖北台分館ミニギャラリー
◆クレパス風景画「あびこ田園を見つ
めて」10点　小橋孝道
布佐分館ミニギャラリー
◆旅先で心に残った風景　伊藤忍
 けやきプラザ　
 休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
第2ギャラリー
◆「今年もやってます」展（38回）

12日㈬～16日㈰10時～17時（初日
13時～）　 海老原☎090－5788－
2181
第1・2ギャラリー
◆View from a Room

4日㈫～10日㈷9時30分～18時30
分（初日11時30分～、最終日18時
まで ）　 Kevin Hemphill☎ 080 －
8725－0889
 アビシルベ　開館時間：9時〜18時
 　☎7100－0014
◆第7回我孫子市岡発戸・都部の谷津

の風景とチョウ類の写真展　 1日㈯
～10日㈷（初日12時～、最終日15時
まで）
◆あびこカッパまつりの歴史展示　
22日㈯～29日㈯（初日13時～、最終
日15時まで）
 けやきプラザ県民講座・講習
◆笑うは楽しい深呼吸　 5日㈬　
本
ほ ん

井
い

傳
で ん

悟さん（パーソナルトレーナー）
◆健康寿命を延ばす食生活のすすめ　

19日㈬　 中村信子さん（東葛北部
認定栄養ケアステーション代表）
◆呆けず、寝こまず笑って長生き　
26日㈬　 川上千里さん（薬剤師・日
本笑い学会講師）

〈共通〉　時間10時～12時　 7階
研修室　 先着30人（要申込） 無
料　 ・ ふれあいプラザ☎7165－
2886※月曜休館（休日の場合は翌火
曜日）※専門職対象県民研修はホーム
ページ（www.furepla.jp）をご覧くだ
さい。

8月

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　6 月末日現在

6 月の発生件数 20 件
今年の発生件数（1 月～） 107 件
前年同期比 －22 件

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

6 月の負傷者数 21 人
今年の負傷者数（1 月～） 122 人
前年同期比 －30 人

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

mailto:info@abkta.main.jp
http://abkta.main.jp/
http://abkta.main.jp/
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