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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。

時30分～16時　 発酵食で免疫力を
高めましょう　 川上惠子さん　 12
人　 800円　 エプロン、三角巾、
食器用布巾、手ふき、筆記用具、マスク、
100ミリリットル入るふた付き小瓶2個、
スリッパ　 ・ ・ 11月25日㈬まで
に新木近隣センター☎7188－2010

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

▼硬式テニス「練習会」に無料で参加
してみませんか　11月5日㈭・12日
㈭・19日㈭10時30分～12時、11月
14日㈯・28日㈯14時～15時30分。
湖北台中央公園テニスコート。 伊藤
☎7185－2057
▼市民総合会塾「防犯食糧危機来る、
警戒準備せよ」　11月8日㈰12時～
18時。アビスタ。無料。 ・ 松木
☎070－4417－7367
▼史跡文学散歩「柳田國男青春の地を
訪ねる」　11月14日㈯9時40分布佐
駅改札前集合。布佐～柳田國男記念公
苑。講師…戸田七

かず

支
ゆ き

さんほか。500円。
我孫子の文化を守る会・戸田☎080
－6527－3824（SMS可）
▼歌声クラブ　①11月16日㈪・12
月21日㈪13時30分～、我孫子北近
セ並木。②11月30日㈪・12月14日
㈪10時～、近セこもれび。先着30
人。700円。 稲吉☎090－4027－
6903
▼ペットロス相談会　11月13日㈮・
30日㈪13時～、17日㈫9時～。我孫
子南近セ。愛犬愛猫との死別。思い出
を語る。人間関係の悩み相談も可。1
人30分（当日参加可）。2000円。 ・
渡邉☎090－6197－6397

▼パソコン楽しみ隊市民ICT講座「イ
ンターネットを楽しもう」　11月24日
㈫13時30分～。我孫子南近セ。年賀
状作成、スマホとの連動、YouTube
など。先着8人。1500円。 ・ 佐藤
☎7183－2320

会員・仲間募集 やってみよう

▼水彩画教室　原則毎月第1・3㈬15
時～18時。湖北地区公民館。講師…
山田きんしんさん。初心者、男女を
問わず大歓迎。見学自由。 3000
円。 水美会・茨木☎090－3502－
6886

人生100年時代の心の健康づくりセミナー
◎ストレスと心のセルフケアを考える
11月21日㈯10時～12時　 川㟢直
樹さん（日本女子大学人間社会学部准
教授）　
◎物忘れに気づいたら　 12月5日㈯
13時30分～15時30分　 堀江桂吾さ
ん（日本女子大学人間社会学部准教授）
◎エイジフレンドリーシティによる健
康的な街づくり　 12月8日㈫10時
～12時　 黒岩亮子さん（日本女子大
学人間社会学部准教授）

〈共通〉 けやきプラザ7階研修室　
先着60人　 無料　 ・ NPO法人
ACOBAいきいき生活倶楽部まほろば
☎7181－9701

募集
会計年度任用職員 保健師（産休代替）

任期令和3年1月18日～3月31日（更
新あり）　勤務日時平日8時30分～17
時（週4日）　 健康相談、家庭訪問、
健康教育、幼児健診など　 保健師の
有資格者で、パソコン操作ができ、運
転免許証をお持ちの方　 1人　 時
給1440円　 書類、面接　勤務場所・

・ 電話連絡の上、11月30日㈪17
時までに登録申込書（市ホームページ
からダウンロード可）、資格証の写し
を郵送または本人が持参。〒270－
1132湖北台1の12の16健康づくり支
援課（保健センター）☎7185－1126

お知らせ
遺言・相続の無料法律相談会（電話）
11月13日㈮13時～16時※1人40
分　 電話による弁護士の無料法律相
談　 20人　 ・ 11月2日㈪10時
～千葉県弁護士会松戸支部☎047－
366－6611

猫譲渡会
11月8日㈰・22日㈰、12月13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　 我孫子犬猫里親会☎090－
1618－2502

まち協情報
我孫子南まちづくり協議会

南まち協フェスティバル　 11月7日
㈯10時～16時、8日㈰10時～15時　
絵画、書道、手工芸、舞台（7日…市
民による舞台、8日…キッズ伝統芸能
体験箏曲発表）など　 無料
◎パソコン講座　 11月14日㈯13時
20分～15時30分　 知っておくと便
利なツール、写真の整理　 10人　
200円　 パソコン
◎スマホ・タブレット・パソコン相談　
11月21日㈯13時～15時30分　
8人（1人60分）　 無料　 相談した
い機器

〈共通〉 ・ ・ 我孫子南近隣センタ
ー☎7181－1011

新木地区まちづくり協議会
◎料理セミナー　 11月29日㈰13

我孫子市結婚相談所
マスクdeミニ婚活

◎パート2　音楽好きの人集まれ!!　
12月5日㈯　 音楽鑑賞・楽器演奏・
フェスなどが好きな人のための婚活　
11月20日㈮まで

◎パート3　平日休みの人集まれ!!　
12月10日㈭　 平日休みの人、シフト
制で働いている人のための婚活　 11
月25日㈬まで

〈共通〉時間15時～17時　 30代・
40代で独身の方　 男女各8人程度
（抽選）　 1000円　 ・ ・ 電話・
Eメールで住所、氏名、生年月日、
電話番号を明示。我孫子市結婚相談
所あび♡こい♡ハート（けやきプラザ
11階）☎7184－8100 wedding@
abiko-shakyo.com

干支竹細工教室
11月21日㈯・28日㈯9時30分～11
時30分　 住み良い工房（久寺家751
の5）　 各日先着6人※親子連れ歓
迎　 1000円（材料費、電気設備費）　

・ 米澤☎090－6503－2084
生きづらさからの大脱出Part3

～不登校の支援者がつながるために～
11月28日㈯13時30分～15時30

分　 我孫子南近隣センターホール　
遠藤美香さん（教育研究所所長）、
悠々ホルンさん（子どものSOSソング
ライター）　 先着50人　 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

講演・講座・教室
オンライン家事家計講習会（動画配信）
11月12日㈭0時～12月12日㈯18

時　 ①家計簿のつけ方②環境に良い
生活③子どもの生活リズムと食　 無
料　 11月2日㈪～12月10日㈭に
ホームページ（ https://matsudoto
monokai.jimdofree.com/）から申し
込み　 松戸友の会☎7173－7626
プロに学ぶ介護力レベルアップ講座Ⅱ
介護現場での感染症予防および対処法
11月12日㈭13時30分～　 パレッ
ト柏　 笈沼典子さん　 先着25人　
無料　 ・ NPO法人ACOBA☎

7181－9701
シルバー人材センター入会説明会
11月13日㈮10時～11時　 アビス
タ第2学習室　 市内在住の60歳以上
で働く意欲のある方　 先着15人　
年会費1200円　 ・ シルバー人材
センター☎7188－2200

認知症啓発講演会　ペコロスの母の贈り物
～認知症の母が教えてくれたこと～
11月14日㈯13時30分～15時30

分　 けやきプラザホール　 岡野雄
一さん（漫画家）　 先着250人　 無
料　 ・ 電話・ファクスで住所、氏
名、電話番号を明示。ふれあいプラザ
☎7165－2886 7165－2882
湖北地区公民館（コホミン）講座

◎千葉伝統の技「太巻きまつりずし」　
11月29日㈰13時～15時　 もみじ
の葉　 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、マ
スク、飲み物　 11月15日㈰必着
◎季節をめぐる寄せ植え講座（冬編）　
12月10日㈭10時～12時　 大嶋陽
子さん　 先着20人　 3500円　
エプロン、筆記用具、マスク　 11月
26日㈭必着

〈共通〉 ・ ・ 湖北地区公民館☎
7188－4433※ホームページからも申
込可

天王台お元気まんてん教室
11月17日㈫10時～12時　 近隣セ
ンターこもれび　 「認知症とお金の
管理」～聞きにくいけれどすごく知りた
い後見、相続、税金の話～　 安武慎
作さん（みぎわ法律事務所弁護士）　
20人　 無料　 ・ 11月16日㈪ま
でに天王台地区高齢者なんでも相談室
☎7182－4100

正しく知って活動再開！
ボランティアのための感染対策講座
11月21日㈯10時～12時　 水の館
研修室　 新型コロナウイルスの特徴
を知り、より安全に活動できる正しい
消毒の方法・感染対策を、分かりやす
く説明します　 澤田康裕さん（ウエル
シア薬局薬剤師・薬学博士）　 先着
20人　 無料　 ・ 11月17日㈫17
時までに電話・ファクス・Eメールで住
所、氏名、年齢、電話番号を明示。ボ
ランティア市民活動相談窓口て・と・り・
あ☎7185－5233 7185－5243
avc@abiko-shakyo.com
高齢者のためのなないろいきいき教室
11月19日㈭10時～11時30分※受
付9時30分～　 つくし野コミュニテ
ィーホール　 免疫力アップ！新型コ
ロナウイルスに負けない健康づくり～
お家でできる健康体操～　 芦川尚史
さん（けんこうかんソレイユ施設長）　
市内在住で65歳以上の方　 先着
20人　 無料　 ・ 11月18日㈬ま
でに我孫子北地区高齢者なんでも相談
室☎7179－7360

イベント

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　9月末日現在
9 月の発生件数	 16 件
今年の発生件数（1月～）	 162 件
前年同期比	 －39件

9月の死者数	 0 人
今年の死者数（1月～）	 3 人
前年同期比		 +3 人

9月の負傷者数	 20 人
今年の負傷者数（1月～）	 187 人
前年同期比	 －54人

https://matsudotomonokai.jimdofree.com/
https://matsudotomonokai.jimdofree.com/
mailto;wedding@abiko-shakyo.com
mailto;wedding@abiko-shakyo.com
mailto:abikosks@themis.ocn.ne.jp
mailto:abikosks@themis.ocn.ne.jp
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