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山下清展について詳しくは6面・7面に記載しています。

市制施行50周年記念事業

11月21日㈯～12月20日㈰
時間　午前10時～午後4時30分（入場は午後4時まで）〈会期中無休〉
場所　生涯学習センターアビスタ
入場料　一般700円／小学生～高校生および障害者手帳を持参した方300円
※未就学児、障害者手帳を持参した小学生～高校生および障害者手帳を持参した方の介助者（1人まで）無料
主催　我孫子市、我孫子市教育委員会
協賛　我孫子聖仁会病院、特別養護老人ホームアコモード、特別養護老人ホームアクイール、今井タクシー
協力　山下清作品管理事務所、弥生軒、トンボ鉛筆、富田様、山下清画伯にゆかりのある個人の方々
企画協力　ステップ・イースト
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入場を制限する場合があります。※40人以上の団体は、事前にご連絡ください。

《長岡の花火》 貼絵　1950年（部分）

《蝶々》 貼絵　1934年（部分）

ⒸKiyoshi Yamashita 2020

生涯学習センターアビスタ
〒270－1147若松26の4　
☎7182－0511　 7165－6088
http://www.city.abiko.chiba.jp/event/

event_moyooshi/yamashita-kiyoshi.html
市ホームページで　　　　　　　　　　　　
																																			と検索山下清展
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シンプルなマークで記事の情報を伝えます。			 …お知らせ	　 …イベント	　 …講演・講座・教室	　 …募集　 …50周年協賛事業　

市民税控除額（千円） 19倍

ふるさと納税の現状 ～市の税収　約2億3700万円減収～

　予算編成方針や予算要求基準の全文は、市
ホームページをご覧ください。

　財政課・内線300

【ふるさと納税で市の税収が減っています】
　毎年全国の方から温かい善意を頂いていますが、一方で市民の皆さんが他自治体へふるさと納税を
すると、金額の一部が住民税から控除され、市の税収が減る仕組みになっています。
　令和元年に市民の皆さんが他自治体に寄付したことによる令和2年度の市税の減収額は、約2億
3700万円です。減収額の75％は地方交付税で補

ほ

填
てん

されていますが、減収額が拡大していくと市民サ
ービスへの影響が懸念されるなど大きな危機感を持っています。
　市では、住民税が減収しないよう国税である所得税からの控除で対応するなど、制度の見直しを国
へ要望しています。

【令和元年度 市へのふるさと納税の実績】
件数　909件　寄付金額　2906万6000円
　寄付金は、令和元年度に実施した事業や基金へ積み立て、趣旨に沿った事業の財源とさせていただきました。
多くの皆さんから寄付をいただきありがとうございました。
※寄付金の使い道など詳しくは市ホームページをご覧ください。

　財政課・内線300

令和3年度予算経常的経費の収支見通し

●経常収支および政策的経費充当可能一般財源
区分 令和2年度

当初予算額
令和3年度

当初予算見込額 増減額

経常的歳入合計① 37,326,498 37,611,000 284,502

経常的歳出合計② 36,942,589 37,474,000 531,411
政策的経費充当可能
一般財源（①ー②） 383,909 137,000 △246,909

項目 令和2年度
当初予算額

令和3年度
当初予算見込額 増減額

市税 				17,198,117 16,950,000	 △248,117	
各種交付金など 3,190,000	 3,180,000	 △10,000	
地方交付税 3,550,000	 3,760,000	 210,000	
国・県支出金 9,325,454	 9,681,000	 355,546	
その他 2,412,927	 2,260,000	 △152,927	
臨時財政対策債 1,650,000	 1,780,000	 130,000	
経常的歳入合計① 37,326,498	 37,611,000	 284,502	
　市税のうち、法人市民税では法人割の減少を見込み、固定資産税では評価替えに
よる減、地方交付税は令和2年度の決算見込み額を参考にした結果増、国・県支出金
は障害者自立支援費負担金などにより増となる見込みです。

● 経常的歳入

　

項目 令和2年度
当初予算額

令和3年度
当初予算見込額 増減額

人件費 8,796,133	 8,712,000	 △84,133	
扶助費 10,989,904	 11,683,000	 693,096	
公債費 3,193,766	 3,199,000	 5,234
物件費 6,637,534	 6,418,000	 △219,534	
繰出金 4,029,855	 4,157,000	 127,145	
その他 3,295,397	 3,305,000	 9,603	
経常的歳出合計② 36,942,589	 37,474,000	 531,411	
　人件費は職員の新陳代謝による一般職人件費の減少を見込み、扶助費は令和2年
度予算で政策的経費としている子ども医療費助成事業が令和3年度予算では経常的
経費となるほか、障害者自立支援給付費や私立保育園委託料、認定こども園などへ
の施設型給付費などの増額を見込んでいます。

● 経常的歳出

　さまざまな状況変化や厳しい財政状況を認識し、単年度のみならず持続可能な財政運営を確保するため、次のとおり予算を編成します。
◆新型コロナウイルス感染症への対応に係る事業は、当初予算の編成段階で予見や積算が可能なものはできる限り反映し、その他、必要に応
じて補正予算や予備費などで対応します。
◆新クリーンセンター工事のため、これまでに例のない規模の支出を予定しているほか、我孫子駅構内エレベーター設置や下新木踏切道の拡
幅工事などの事業を着実に実施するため、市を取り巻く環境に対応した効率的な予算を編成します。

予算編成方針 2つのポイント

令和3年度 予算編成方針を策定

　現時点で算出した新型コロナウイルス感染症の影響を除いた経常的経費の収支
見通しは右表のとおりです。経常的歳入から経常的歳出を差し引いた結果、政策
的経費に充当できる財源は約1億4000万円です。なお6月に策定した中期財政計
画では、財政調整基金から4億円の繰り入れをしても、さらに一般財源で約4億
3000万円を必要としていることから、約3億円の財源不足が見込まれます。

収支見通しは全体で『約3億円の財源不足』
（新型コロナウイルス感染症の影響を除く）

　大幅な財源不足は最終的に財政調整基金を活用し、年度間の財源の不均衡を調
整しています。ただし、大規模災害などに対応できるよう、少なくとも約12億円
の残高の維持が必要です。

平成30年度末 令和元年度末 令和2年度9月
補正後

財政調整基金残高 約20億円 約21億円 約19億円

財政調整基金の残高が『約2億円減少』

　経常収支比率が低いほど、財政の運営に余裕があることを示します。令和元年
度決算では、前年度より0.1％上昇しました。今後も厳しい財政運営が続くと見込
まれます。

平成29年度 平成30年度 令和元年度
経常収支比率 95.9％ 94.8％ 94.9％（見込み）

経常収支比率が『わずかに上昇』

　浸水対策や公共施設の老朽化対策など、今後予定している事業の実施に向け
て、基金の計画的な活用と財源の確保、経費の大幅な削減が必要です。

令和4年度以降も『多額の財源が必要』

・経常的経費…人件費、物件費、維持補修費、扶助費、公債費など毎年度継続して固定的
に支出される経費
・政策的経費…令和3年度に新たに立ち上げる事業や、既存事業のうち新たな視点・手法で
行う事業など、第10期実施計画で推進する事業の経費
・臨時財政対策債…地方交付税の交付原資の不足により、地方交付税に代わり地方一般財
源として発行が可能となった特例的な地方債
・ 扶助費…社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、障害者などに対して行っ
ているさまざまな支援に要する経費
・繰出金…主に特別会計に対して支出する経費で、法令などで一般会計から繰り出すこと
を定められている部分と特別会計の赤字を補

ほ

填
て ん

する部分からなる

用語解説

平成28年度にふるさと納税が大幅に普及
●寄付金控除上限額を約2倍に引き上げ
●ワンストップ特例制度新設
●返礼品競争の過熱
●ふるさと納税ポータルサイトの普及

はしご付き消防自動車
1台分（約2億円）に相当

単位：千円

単位：千円

単位：千円
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市役所の代表電話番号☎ 7185− 1111　　市ホームページアドレス http://www.city.abiko.chiba.jp/

国民年金基金からのお知らせ
　国民年金基金は、国民年金に上乗せする公的な年金です。終身年金が基本
で、生涯にわたって年金を受け取ることができます。支払った掛け金は全額、
社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。
加入できる方　国民年金に加入している20歳～60歳未満の方、国民年金に任
意加入している60歳～65歳未満の方、海外在住で国民年金に任意加入してい
る方

　全国国民年金基金千葉支部☎043－221－6370

社会保険料控除のための証明書
◎国民年金保険料
　日本年金機構から送付される「社会保険料控除証明書」または領収証書をご
利用ください。

　日本年金機構☎0570－003－004
◎国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料
　令和2年分の納付額を記載した「納付済確認書」を納税（付）義務者に送付し
ます。確定申告、市・県民税の申告にご利用ください。特別徴収分は、日本年
金機構・共済組合から送付される源泉徴収票をご利用ください。

　国民健康保険税…国保年金課・内線912、後期高齢者医療保険料…国保年
金課・内線415、介護保険料…高齢者支援課・内線313
納付を証明する書類の発送時期

種別 発送者 納付方法 発送時期

国民年金保険料 日本年金機構 金融機関納付・
口座振替など

11月上旬※10月以降初めて納
付する方は令和3年2月上旬

国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料

我孫子市 窓口納付・
口座振替分 令和3年1月下旬

日本年金機構 特別徴収分
(年金天引き ) 令和3年1月下旬～2月上旬

令和2年8月～12月の売り上げが対象
我孫子市事業継続支援金を再度支給

　新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが大きく減少している
が、50％以上減少した月がないため、国の持続化給付金を受けられない市内
中小事業者に10万円を支給します（賃貸借による加算はありません）。令和2年
1月～7月を対象月としてすでに申請済みの事業者も対象です。
※申請書は市ホームページからダウンロードまたは電話で請求してください。
※商工会の会員には商工会から申請書を郵送します。
支給額　10万円
主な条件　対象月を変更しました。その他は基本的に前回支給した条件と同様
です。詳しくは市ホームページをご覧ください。
令和2年8月～12月に、売り上げが前年同月比で20%以上減少した月があ
り、かつ50%以上減少した月がないこと。
国の持続化給付金の給付対象ではないこと。※1月～7月を対象月として国
の給付を受けた場合も対象外です。

・ 　令和3年2月1日㈪（必着）までに郵送。〒270－1192市役所商業観光
課（住所省略可）☎7185－1734

市独自

手賀沼公園オープンカフェ設置事業者を募集
　手賀沼公園でのオープンカフェを基本とする飲食施設の設置事業者を募集し
ます。応募には条件があります。詳しくは市ホームページ「手賀沼公園オープ
ンカフェ設置事業」の公募設置等指針をご覧ください。

オープンカフェの規模　建築面積100平方メートル程度、オープンデッキスペ
ース100平方メートル程度（各最大200平方メートル）
選定方法　提出された計画書、提案を基に「我孫子市手賀沼公園便益施設設置
予定者選定委員会」で選定

　公園緑地課・内線363

事業者選定までの流れ
日にち 実施項目

11月5日㈭まで 説明会の参加申込受付
11月10日㈫～12日㈭ 説明会の実施
11月17日㈫まで 質問の受付
11月27日㈮まで 応募登録の受付
12月24日㈭まで 公募設置等計画の受付
令和3年1月下旬 公募設置等予定者の選定※プロポーザル方式（書類、面接）

市民課（市役所本庁舎1階）
マイナンバー業務の休日開庁

内容　マイナンバーカードの申請（予約不要）・交付（要予約）、電子証明書の更
新（要予約）※マイナンバーカードの申請時は下記の持ち物が必要です。
持ち物　通知カード、住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）、本人確認書類
（①を2点または①と②を1点ずつ）※有効期限内で記載事項が最新のもの

※①がない方は、通知カードと②から2点でも申請できます。
※15歳未満の方が申請する場合は必要書類が異なります。また、本人と法定
代理人の来庁が必要です。詳しくはお問い合わせください。
※代理人によるマイナンバーカードの受け取りは、本人が来庁困難なことを証
する書類（診断書・障害者手帳など）が必要です。

　市民課・内線478

① 運転免許証・運転経歴証明書（平成24年4月1日以降に交付したもの）・パスポー
ト・顔写真付き住民基本台帳カード・身体障害者手帳・在留カードなど

② 健康保険証・介護保険証・年金手帳・社員証・学生証・子ども医療費助成受給券・
預金通帳など

開庁日時 予約開始日
11月15日㈰午前9時～午後3時 11月5日㈭午前9時～
12月12日㈯午前9時～午後3時 12月2日㈬午前9時～

予約　電話で市民課☎7185－4326（平日午前9時～午後5時）

要事前予約

　今年の市内火災件数は、10月1日時点で13件です。火災は、放火やもらい
火に遭わない工夫、暖房器具の取り扱い、たばこの不始末など、一人一人が暮
らしの中で注意をすれば防げます。
◎市内小・中学生が制作した防火ポスターの入賞作品を展示
期間　11月7日㈯～15日㈰※表彰式は行いません。
場所　アビイクオーレエントランス（イトーヨーカドー我孫子南口店）
◎住宅用火災警報器の点検をしましょう
　住宅用火災警報器は全ての住宅に設置が義務付けられていま
す。設置していない住宅は、大切な命や財産を守るため設置し
ましょう。すでに設置している住宅でも電池切れなどの場合が
あります。10年を目安に本体を交換しましょう。
※消防職員が住宅用火災警報器を販売することはありません。
不適切な訪問販売にご注意ください。

　消防本部予防課☎7181－7702

11月9日～15日まで　秋季全国火災予防運動
『その火事を　防ぐあなたに　金メダル』

　普段は他に自分の仕事を持ちながら、いざというとき
に火災・水害・地震から市民の生命や身体、財産を守る
活動を行っています。また、日頃から訓練や機械器具の
点検、自治会主催の防災訓練などへも参加しています。
　消防団員の数は全国的に減少傾向で、我孫子市も例外
ではありません。興味のある方はぜひご連絡ください。女性の方も大歓迎です。
対象　市内在住・在学・在勤の18歳以上で、心身ともに健康な方
報酬　階級によって異なります（年額3万6500円～12万円）。その他、災害・
訓練などの従事で1回7000円支給（出動時間が4時間未満の場合は3500円）。
退職報償金　5年以上勤務し退職する方に支給（例：5年以上…20万円、20年
以上…40万9000円）

　消防本部警防課☎7181－7701

「自分たちの街は自分たちで守る！」
消防団員募集！

令和3年度分の償却資産、
固定資産税、都市計画税を軽減

　令和2年2月～10月までの連続する任意の3カ月間の売り上げが、前年同期
比で・30%以上50%未満減少した場合…2分の1軽減
　　・50%以上減少した場合…全額免除
　令和3年2月1日㈪までに認定経営革新等支援機関などの認定を受
けて課税課に申告してください。申告書は市ホームページ・課税課
窓口で配布します。手続きなど詳しくは中小企業庁ホームページ
（QRコード参照）をご覧ください。

　課税課・内線336

中小事業者
などが対象

http://www.city.abiko.chiba.jp/event/
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〈ご利用ください〉▶防災行政無線放送テレホン案内（放送内容の確認）☎0120−031676　次の放送がされた場合は、情報が入れ替わります。

11月30日㈪まで　駅前放置自転車クリーンキャンペーン
『放置ゼロ　キレイな街で　おもてなし』

　期間中、自転車放置禁止区域に指定している各駅前周辺（東我孫子駅を除く）
で、放置自転車の撤去を重点的に行います。放置された自転車は、高齢者や身
体の不自由な方の通行を妨げ、災害時には避難や救助の障害になります。放置
自転車をなくし、安全で快適なまちとなるよう、日ごろから皆さんのご協力を
お願いします。

　泉放置自転車保管所☎7183－5470、交通課・内線533

狩猟期間が始まります
期間　11月15日㈰～令和3年2月15日㈪
内容　市内は県指定鳥獣保護区および特定猟具使用禁止区域（銃器）ですが、隣
接市では狩猟が可能な区域もあります。詳しくは県ホームページ「千葉県にお
ける狩猟について」をご覧ください。

　東葛飾地域振興事務所☎047－361－4048

借金問題、出会い系サイト、金融商品などでお悩みの方に
弁護士による消費者問題無料相談会

日にち・場所　下表参照
時間　午前10時～午後4時（相談時間60分）
対象・定員　東葛6市に在住の方、各会場先着12人
　11月2日㈪午前9時30分～希望会場の申込先窓口または電話（平日のみ）
　我孫子市消費生活センター☎7185－1469

日にち 場所 申込先

11月14日㈯ 我孫子市消費生活センター
（アビイクオーレ2階）

我孫子市消費生活センター
☎7185－1469

11月17日㈫ 野田市役所保健センター4階会議室 野田市消費生活センター
☎7123－1084

11月18日㈬ 鎌ケ谷市役所1階相談室1・2 鎌ケ谷市消費生活センター
☎047－445－1240

11月19日㈭ 流山市役所第2庁舎2階
消費生活センター

流山市消費生活センター
☎7158－0999

11月20日㈮ 松戸市役所議会棟2階
第3委員会室

松戸市消費生活センター
☎047－366－7329

11月21日㈯ 柏市消費生活センター
（中央体育館管理棟1階）

柏市消費生活センター
☎7163－5853

女性を巡る各種人権問題の相談に応じます
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

　夫・パートナーからの暴力やストーカーなど、女性を巡る各種の人権問題
に、「女性に対する暴力をなくす運動」期間中、全国一斉に人権擁護委員が「女
性の人権ホットライン」を通じて相談に応じます。千葉県女性の人権ホットラ
インでは、次のとおり相談に応じます。
日時　11月12日㈭～18日㈬午前8時30分～午後7時、11月14日㈯・15日㈰
午前10時～午後5時。相談電話番号☎0570－070－810

　千葉県人権擁護委員連合会事務局☎043－247－3555

保険税は必ず納期内に納めましょう
11月は「ちば国保月間」

　国民健康保険税は、病気やけがなどで医療機関にかかるときに必要な医療費
の大切な財源です。
◎新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な方へ
　著しく収入などが減少し納付が困難な場合は、減免・猶予を受けることがで
きます。詳しくはお問い合わせください。
◎正しい所得を申告しましょう
　国保加入者とその世帯主の前年中の所得が一定の基準以下の場合、保険税の
均等割・平等割が軽減されます。前年中の所得金額で判定を行うため、所得が
ない場合でも申告が必要です。

◎保険税の支払いは口座振替が便利です
　「自動的に納められるので納め忘れがない」「納期ごとに金融機関に行く必要が
ない」など大変便利です。取扱金融機関や手続き方法はお問い合わせください。
◎保険税の滞納にご注意
　納期限を過ぎて納付する場合は、延滞金が加算されることがあります。滞納
が続くと保険証の有効期限が短くなったり、医療費が一時的に全額自己負担と
なることがあります。さらに、財産の差し押さえなどで滞納保険税が強制徴収
されることがあります。納付が困難な場合は早めに納税相談をお願いします。
◎健康保険の重複加入　いま一度ご確認ください
　勤務先の健康保険（社会保険など）に加入した場合やその健康保険加入者の被
扶養者となった場合は、ご自身で国民健康保険の脱退手続きが必要です。加入
している健康保険をいま一度ご確認ください。
◎11月・12月分の医療機関の領収書は保管してください
　医療費通知は、確定申告の医療費控除申告に活用できます。令和3年1月下旬
に発送しますが、記載は10月診療分までです。医療費控除の申告をする方で、
11月・12月に医療費の支払いがある方は領収書が必要となりますので、大切に
保管してください。

　国保年金課・内線912（納付）、930（賦課）、646（給付）

7割軽減…「33万円」以下
5割軽減…「33万円＋（28万5000円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合
算数）」以下
2割軽減…「33万円＋（52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者の合算数）」
以下
※特定同一世帯所属者…後期高齢者医療制度の被保険者となり、国保を抜け
た後も、同一世帯に属する方

我孫子市ふるさと産品　新しく1品を推奨！
有限会社こまいぬ『将

ま さ

門
か ど

麦
ビ ー ル

酒』
　日秀将門神社監修のビールで、ジャパン・グレー
トビア・アワーズ2019で銀賞を受賞しています。本
場ドイツ産の厳選した麦芽を複数種類ブレンドし製
造。度数7.5％で、力強くも領民を優しく包み込むよ
うな、平将門の人柄をイメージしています。
販売場所　農産物直売所あびこん（1本630円〈税込み〉）
取扱飲食店　鈴木屋、ハリオン、安井家（店舗によって金
額は異なります。）
◎我孫子市ふるさと産品とは…郷土・我孫子にふさわしい
土産品を「我孫子市ふるさと産品」と銘打ち、その地元産
品を育成し、永く・広く定着させることで市内産業の活性
化を図ることを目的としています。詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。

　我孫子市ふるさと産品育成協議会（我孫子市商工会
内）☎7182－3131

11月は「児童虐待防止推進月間」
11月12日～25日は

「女性に対する暴力をなくす運動期間」

　DVや児童虐待の相談が増えています。DVかもと思ったら
#8008（はれれば）、児童虐待かもと思ったら189（いちはやく）
へご連絡ください。全国共通の短縮ダイヤルです。詳しくは政府
広報オンラインのキャンペーンページ（QRコード参照）をご覧く
ださい。
　お近くの電話相談窓口もご利用ください。
◎DVの相談　
我孫子市配偶者暴力相談支援センター（社会福祉課内）☎7185－1113（平日午
前8時30分～午後5時）
◎児童虐待の相談
子ども相談課☎7185－1821（平日午前8時30分～午後5時）
柏児童相談所☎7134－4152(平日午前9時～午後5時)

　秘書広報課男女共同参画室☎7185－1752
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【2021年は成田線（我孫子～成田間）開業120周年】　乗ろうよ成田線！～我孫子と成田をつなぐMyレール成田線～
朝・夕は、上野東京ラインで都心と直結。より便利に！　 　企画課・内線211

市政ふれあい懇談会
～ご意見をお聞かせください～

　市民の皆さんの意見を市政に反映させるため、「市政ふれあい懇談会」を開催
します。市の政策や自分の住んでいる地区の皆さんの意見や要望を聞く良い機
会です。若い世代（20代～30代）の方、学生の方もぜひご参加ください。
日時・場所　下表参照
共通テーマ　令和3年度予算編成方針概要と予算経常的経費の収支見通し、令
和3年度に実施する主な事業
※新型コロナウイルス感染症の影響により、定員を半分にしています。なお、
中止する場合は市ホームページでお知らせします。

　秘書広報課☎7185－1714
日時 場所 地区テーマ

11月15日㈰ 10時～12時 近隣センターふさの風 学校の教育環境の整備について

11月21日㈯ 10時～12時 湖北台近隣センター 湖北台保育園について
14時～16時 天王台北近隣センター 水害対策について

11月22日㈰ 10時～12時 我孫子南近隣センター 水害対策について
14時～16時 新木近隣センター 下新木踏切道について

展示で開催！健康フェア2020
　健康フェア2020は、新型コロナウ
イルス感染症の影響により、展示の
みの開催とします。
　また、健康づくりに役立つ動画を
市ホームページに掲載します。詳し
くは市ホームページ（QRコード参照）
をご覧ください。

日時　11月9日㈪～15日㈰午前9時
～午後5時（初日午後3時～、最終日午
後3時まで）
場所　アビスタストリート
　健康フェア2020実行
委員会事務局（健康づくり
支援課内）☎7185－1126

緑の講習会
多肉植物の楽しみを学ぶ

日時　12月8日㈫午前10時～正午
場所　湖北地区公民館工芸工作室
内容　種類が豊富、丈夫で育てやすい多肉植物で寄せ植
えを楽しみながら、その特性や育て方を学びます。
講師　長谷川はるみさん　定員　先着13人
費用　2500円（材料費）　持ち物　筆記用具

・ 　NPOテラス21緑の事務局☎080－9344－4378（月～土曜日午前10
時～午後5時）※留守番電話の場合は氏名、住所、電話番号を明示

対象の方は必ず受けてください
特定計量器（はかり）の定期検査

日にち・場所・対象地区　下表参照
時間　午前10時30分～正午、午後1時～3時
対象　商店や工場などで商取引や証明などに使用している計量器
持ち物　計量器、検査手数料※計量器の種類によって異なります。

　消費生活センター☎7185－1469
日にち 場所 対象地区

11月20日㈮・
24日㈫

市役所本庁舎
1階ロビー

布施、久寺家、根戸、根戸新田、つくし野、船戸、
台田、我孫子、我孫子新田、白山、本町、緑、寿、
栄、若松、泉、並木、天王台、東我孫子、柴崎、柴
崎台、青山台、青山、南青山、高野山、下ケ戸

11月25日㈬・
26日㈭ 湖北地区公民館

布佐酉町、布佐1丁目、布佐、布佐平和台、江蔵
地、都、新々田、三河屋新田、大作新田、布佐下新
田、浅間前新田、岡発戸、岡発戸新田、都部、都部
新田、湖北台、中峠、中峠台、中里、中里新田、古
戸、日秀、新木、新木野、南新木

賢く歩いて健康長寿！病気にならない歩き方を身に付けよう！
初心者大歓迎！ポールウオーキング教室

日時　11月25日㈬午後1時30分～3時30分（受付1時15分～）
場所　水の館3階研修室、手賀沼親水広場
内容　ポールの持ち方などの基礎からストレッチ、歩き方の
実践（外でのウオーキングあり）
講師　長岡智津子さん（日本ポールウオーキング協会マスター
コーチ）
対象・定員　市内在住で65歳以上の方、先着15人（要申込）
費用　無料※ポールの貸し出しあり
持ち物　動きやすい服装と運動靴、飲み物、帽子、タオル、筆記用具

・ 　11月24日㈫までに高齢者支援課☎7185－1112

公認スポーツ指導者養成講習会
　検定試験合格者には、我孫子市公認スポーツ指導者認定証・日本スポーツ協
会公認スポーツリーダー認定証（別途要認定料）を発行します。
日時　①11月29日㈰②12月6日㈰③12月20日㈰午前9時～午後6時
場所　教育委員会大会議室（水道局4階）
内容　集合講習、自宅講習、検定試験
対象　市内在住・在学・在勤で、令和2年4月1日時点で18歳以上の方
定員　先着15人　費用　無料　
持ち物　公認スポーツ指導者養成テキスト【共通科目Ⅰ】（（公財）日本スポーツ協
会発行）
　11月20日㈮までにちば電子申請サービス（QRコード参照）
から申し込み。
　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1604

捨てられた空き缶・空き瓶などの収集を行います
古利根沼の水辺清掃～豊かな自然環境を守ろう～

日時　11月14日㈯午前9時～11時※小雨実
施※開催可否は当日午前8時～テレホンガイ
ド☎0180－99－1185でお知らせします。
場所　古利根沼中央我湖排水路広場集合（右
図参照）※車での来場はご遠慮ください。
持ち物　清掃作業のできる服装、長靴また
は運動靴、タオル、マスク※軍手、ゴミ袋
は市で用意

　公園緑地課・内線545

大和団地

湖
北
駅

青山台

天王台
国道356号

古利根沼古利根沼我湖排水路我湖排水路
集合場所

●

ガソリン
スタンド

県道我孫子利根線至 国道６号 至 布佐

利 根 川

 図書館　1日㈰～29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
◆きり絵＆水墨画展　石川孝、吉田華
宇
布佐分館ミニギャラリー
◆編み物　松永ナナ子手編教室
 アビスタストリート
開館時間：9時～21時　休館日：16日㈪
◆我孫子を知る1年　 8日㈰まで（最
終日15時まで）　 図書館アビスタ本
館☎7184－1110
◆健康フェア2020　 9日㈪～15日
㈰（初日15時～、最終日15時まで）　
健康づくり支援課☎7185－1126

 けやきプラザ　
 休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
第1ギャラリー
◆李

リ

玉
ギョク

興
コ ウ

・邵
しょう

立
り つ

墨彩画展　 3日㈷～
8日㈰9時～19時（初日12時～、最終
日17時まで） 李玉興☎090－6160
－0732
第2ギャラリー
◆カラフルニット展　 4日㈬～8日
㈰10時～17時（最終日16時まで）　
右近☎090－2217－2682
第1・第2ギャラリー
◆認知症啓発イベント　 14日㈯9
時30分～16時30分　 ふれあいプラ
ザ・坂本☎7165－2886
◆みづゑの会 第9回作品展　 17日
㈫～22日㈰10時～17時（初日13時
～、最終日15時まで）　 大野☎080
－5479－0660
◆平和の集い～我孫子から平和を願
う～展　 26日㈭～12月6日㈰9時～

19時（最終日16時まで）　 企画課・
内線212
 アビシルベ　開館時間：9時～18時
 　☎7100－0014
◆ジャパンバードフェスティバル PR
展示　 8日㈰まで
◆我孫子アートな散歩市 我孫子動物
彫刻展 島田忠幸「プリニウスの動物
たち」　 19日㈭まで
◆アビストリーム「アビスト de Night☆」
LIVE放送　 20日㈮18時～19時
◆「我孫子のいろいろ八景」パネル展　
24日㈫～12月4日㈮（初日15時～、
最終日15時まで）
 けやきプラザ県民講座・講習
◆後期高齢期をどう生きるか　 11
日㈬13時30分～15時30分　 7階研
修室　 宮本厚士さん（シニアライフ
アドバイザー）　 30人
◆人生のたたみ方　 14日㈯10時～
12時　 2階ホール　 明石久美さん
（明石コンサルティング代表）　 100
人
◆賢いおむつの選び方・使い方　
18日㈬13時30分～15時30分　 7
階研修室　 窪田由香さん（花王株式
会社シニアマーケター）　 30人
◆認知症予防とくすり　 27日㈮13
時30分～15時30分　 7階研修室　
辻純一郎さん（元昭和大学医学部客
員教授）　 30人

〈共通〉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。

11月

www.furepla.jp
www.furepla.jp
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期間　11月21日㈯～12月20日㈰　場所　生涯学習センターアビスタ

市制施行50周年記念事業

展示総数約140点！代表作を一堂に展示！

特別公開～我孫子ブース～　

　緻密で色鮮やかな貼絵による独特の世界を確立し、「日本のゴッホ」とも呼

ばれた山下清。少年時代に千葉県の養護施設で貼絵と出合い、その才能をた

ちまち開花させますが、18歳の時に突然施設から姿を消し、放浪の旅へ。

　昭和15（1940）年から昭和29（1954）年まで断続的に日本全国を放浪しま

した。各地を放浪した山下清は、放浪中に見聞した風物を帰宅後に作品とし

て残しました。

　テレビや映画などでは「放浪の途中で作品を創作した」と伝えられています

が、実際は行く先々で眺めた風景をありのまま記憶し、帰って来てから地道

で繊細な作業の貼絵で寸分違わず再現したといいます。

大正11（1922）年 3月10日、東京市浅草区田中町に生まれる。

昭和3（1928）年　 浅草の石浜小学校に入学。

昭和9（1934）年　 千葉県の養護施設「八幡学園」に入園。

昭和15（1940）年　11月18日、突然、放浪の旅に出る。

昭和17（1942）年　弥生軒で働く※昭和22（1947）年まで。

昭和29（1954）年　鹿児島にて放浪生活を終える。

昭和36（1961）年　ヨーロッパ9カ国を旅行。

昭和46（1971）年　7月12日、他界（49歳）

放浪の天才画家

　「芸術家・山下清」として、『長岡の花火』『桜
島』などの代表的な貼絵や、ペン画『手賀沼』
など約140点の作品に加え、弥生軒の方から
聞いた山下清のエピソードや資料などを展示
します。
　また、山下清の甥である山下浩さんに「家族
だけが知る山下清」をお話ししていただき、「人
間・山下清」の真の姿に迫ります。

　お世話になった弥生軒のために描いた作品（弁当の包装紙の原
画）など、普段見ることができない作品も公開します。

《アトリエにて》

《ロンドンのタワーブリッジ》 貼絵　1965年

《ともだち》 貼絵　1938年

《桜島》 貼絵　1954年

《東京オリンピック》ペン画　1964年

《手賀沼》 ペン画 制作年不詳　個人蔵

《トンネルのある風景》 ペン画　1956年
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　教育委員会生涯学習課☎7182－0511

日時　11月21日㈯、12月19日㈯午後1時30分～
場所　アビスタホール
講師　山下浩さん（山下清作品管理事務所代表、山下清の甥）
定員　各日先着50人（要申込）
費用　700円（山下清展のチケット代）※チケット半券提示
で参加可

・ 　教育委員会生涯学習課☎7182－0511

山下清展記念講演会「家族が語る山下清」

　山下清は、昭和3（1928）年から我孫子駅構内でお弁当販売を営んで

いた弥生軒（現：JR我孫子駅ホームにある立ち食いそば屋）で、昭和

17（1942）年から約5年間働いていました。当時は戦争が激化しつつあ

り、食糧難が始まっていました。行商の人から「弥生軒で働いていれ

ば食うことには困らない」と聞いたのがキッカケです。

　弥生軒の初代社長は「来る人は拒まず」の考えで、山下清を住み込み

の従業員として雇ったとのことです。当時の山下清は無名で、仕事に

対しては非常に几帳面で、根気良く、正直だったとのことです。

　2代目社長の植崎晃さんは、当時はまだ若くて年齢が近かったことも

あり、山下清は晃さんに親しみを覚えていたとのことです。絵を描く

たびに晃さんのところへ持

ってくるので、晃さんが褒

めると喜んで次から次へと

持ってきたそうです。しか

し、それらの絵は全てゴミ箱

に直行したとのことで、後に

なって惜しいことをしたと言

っていたそうです。

　山下清は、弥生軒で働いて

いた時も、突然放浪の旅に出

てしまうことがあったようで

す。放浪を始める前には地図

で距離を測ったりしていたとのこ

とで、地図を見始めると周囲の人は「そろそろ居なくなるぞ」と言って

いたそうです。半年ほどして放浪の旅から戻ってくるのですが「ただ

いま」と言うだけです。半年も前に突然居なくなったのですから、戻

ってきたら当然社長が怒るのですが、効き目は無かったようです。

山下清と我孫子 ～弥生軒で働いていた5年間～

▲弥生軒の弁当の包装紙には
山下清の絵を使っていました

放浪中に使用した
リュックサック

《東京オリンピック》ペン画　1964年

©Kiyoshi Yamashita 2020

日時　11月22日㈰・23日㈷、12月5日㈯・13日㈰・20日㈰
午前10時～午後3時※好きな時間にお越しください。
※人数によってはお待ちいただく場合があります。
場所　アビスタ工芸工作室
費用　無料
　教育委員会生涯学習課☎7182－0511

貼絵体験コーナー～貼絵屋さん～

　裸の大将や放浪の画家として知られている山下清さんは、我孫子で
働いていたことがあります。テレビドラマ「裸の大将放浪記」では、
放浪の旅先での物語が放送されますが、我孫子で働いていた様子は
一度も放送されず残念だと市民の皆さんから聞くことがあります。
　山下清展では、市長室に飾られている富士山の石版画も公開しま
す。この石版画を見るたびに山下清さんを従業員として受け入れ、
放浪の旅を繰り返しても雇い続けた弥生軒の社長
や、あたたかく迎え入れた従業員、地域の皆さんを
思い浮かべています。
　昭和の時代を生きた放浪の天才画家「山下清展」
へのご来場を心よりお待ちしています。

市長　星野　順一郎

これまで山下清について「放浪の画家」とし
て、映画・テレビドラマ・書籍で紹介されて

きましたが、その多くが放浪先で絵を描き、さまざまな感動を残す
ストーリーとなっています。
　今回の「山下清展」では、家族だけが知るもう一人の山下清像を紹
介しながら、多くの作品を通じ、「芸術家・山下清」と「人間・山下
清」に迫っていきたいと思います。

「山下清展」を企画していく中で、ある日突然やってきた、誰
とも知れない人「山下清」を温かく迎え入れた当時の人たち

や、その懐深さを育んだ我孫子について知ることができました。
　我孫子の過去、現在、そして未来に思いをはせながら、今、ここ
でしか会えない山下清に会いに来てください。

小学2・3年生の頃だったと思うのです
が、祖母と山下清さんが話しているの

を遠目で見ました。清さんはその頃すでに有
名になっていたので「生の山下清を見た」とい
う気持ちで、「こんにちは」も言えなかったです。その時の印象は、
朴
ぼく

訥
と つ

というか丸いというかふっくらされて、柔和な感じでした。
　清さんの作品がこの我孫子に来るということで、やっと「お帰り」
と言えますね。

山下清の甥  山
や ま

下
し た

 浩
ひろし

さん（山下清作品管理事務所代表）

担当者　湯
ゆ

下
げ

友
と も

美
み

さん（教育委員会生涯学習課 職員）

弥生軒 代表　植
うえ

崎
さ き

和
か ず

基
も と

さん

～プロフィール～
　1960年生まれ。山下清の甥にあたり、「山下清鑑定会」を設立し作品の管
理や鑑定などを行う。著書には「家族が語る山下清」、「山下清作品集」など
がある。

～プロフィール～
　1960年生まれ。霞が関の割

かっ

烹
ぽう

料理店で2年間日本料理の修行をする。25
歳で家業の手伝いをし、42歳で弥生軒の社長に就任、現在に至る。

▲弥生軒の弁当の包装紙には

▲我孫子駅の弥生軒入り口に掲示

参考：NPO法人 ACOBAホームページ http://www.acoba.jp/21_abikoCB/09/yayoi/yayoi.html

http://www.acoba.jp/21_abikoCB/09/yayoi/yayoi.html
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●こども急病電話相談：☎♯8000または☎043－242－9939（毎日19時～翌朝6時。看護師による電話相談）●救急安心電話相談：☎♯7009または☎03－6735－8305（平日・
土曜日18時～23時、日曜日・祝日・年末年始9時～23時。看護師による電話相談）●休日に病気・歯痛になったら：○診療科目…歯科（午前）、内科、小児科○受付時間…9時～
11時30分、13時～16時30分 休日診療所（湖北台1の12の17）☎7187－7020（診療時間内）※休日…日曜日・祝日・年末年始

星空たんけん観望会
たくさんの惑星が観られる秋の星空を楽しもう！

日時　11月21日㈯午後5時30分～7時30分
場所　水の館3階事務室前集合
内容　星空の見方を学ぶ講座と星空観望会※雨天・曇天の場合、星空観望会は
中止し、プラネタリウムで番組鑑賞。
定員　先着25人※小学生以下は保護者同伴
費用　100円（中学生以下無料）
持ち物　防寒具、懐中電灯（赤色灯推奨）

・ 　11月20日㈮までに水の館☎7184－0555

井
い の

上
う え

　未
み

菜
な

実
み

ちゃん
（高野山・1歳 4カ月）

いつも元気いっぱいのみい
ちゃん♪パパとママにたくさ
んの幸せをありがとう♡

岡
お か

登
のぼる

　涼
りょう

太
た

ちゃん
（泉・1歳 3カ月）

外遊びが大好き！元気いっぱい
の姿を見ていると笑顔になれる
よ☆健やかな子に育ってね

日立アカデミー我孫子キャンパス庭園公開 中止
　新型コロナウイルス感染症の影響により、例年11月下旬～12月初旬に開催し
ている日立アカデミー我孫子キャンパス庭園公開を今年は中止します。

　我孫子の景観を育てる会☎090－6034－9149（午前9時～午後5時）

環境レンジャーネイチャーイン
秋の谷津の自然散策

日時　11月21日㈯午前9時30分～正午※荒天中止
場所　東我孫子駅南側広場集合、現地解散
内容　岡発戸・都部の谷津ミュージアムを散策
し、秋の草花、木の実、昆虫、野鳥などを観察。
定員　先着15人　費用　無料
持ち物　歩きやすい服装と靴、飲み物、雨具、
ルーペ（お持ちの方）

・ 　手賀沼課☎7185－1484

谷津ミュージアムで芋掘り体験
日時　11月21日㈯午前10時～※雨天中止
場所　谷津ミュージアム作業小屋前（「中央学院高
校」バス停下車徒歩3分）集合
定員　先着15組※小学生以下は保護者同伴
費用　無料
持ち物　長袖、長ズボン、長靴、手袋

・ 　谷津ミュージアムの会事務局（手賀沼課
内）☎	7185－1484

　妊娠、出産から就学前までの育児に関する情報や各種
手当、子育て支援制度などの情報が盛りだくさんです。
「知りたい」「聞きたい」「行ってみたい」がきっと見つか
ります。ぜひご活用ください。
配布場所　子育て支援施設、保育課、市民課、保健セン
ター、各図書館、各行政サービスセンター、各近隣セン
ター、アビスタ、湖北地区公民館、アビシルベなど

　子育て支援センター（アビイクオーレ2階）☎7185
－1915

子育て支援ガイド「わく²すく²」（概要版）が完成

月 〈対象〉 市内在住の
乳幼児と保護者

子育て情報は、メール配信をしています。詳しくは保育課子育て情報担当☎7185－1915へ

無料
あびこで
子育て

11

園庭開放　保育園などで園庭を開放しています。一緒にいろいろな経験を
しましょう。
期間　3月まで　※雨天中止　申込不要
　保育課・内線459（平日午前8時30分～午後5時）　

るんるんパーク　広場スタッフが地域の公園へ出向き体操や親子遊びをし
ます。
時間　午前10時30分～11時　※荒天中止　申込不要

13日㈮ 天王台西公園
25日㈬ 柴崎台中央公園

　子育て支援センター☎7185－1915（平日午前10時～午後5時）
※新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。　

 保育園・幼稚園などの地域子育て支援

 出前保育

文部科学省　委託事業
ボーイスカウトとあそぼう！
 ～ワクワク自然体験あそび～

日時　第1回…11月15日㈰、第2回…11月22日
㈰午前10時～正午※雨天時の開催可否はホーム
ページ（QRコード参照）でご確認ください。
場所　中里市民の森（我孫子第2団野営場隣）
内容　火おこし体験、ロープワーク、落ち葉な
どでフォトフレーム作成など
対象・定員　年長児～中学生、先着30人
費用　無料　持ち物　マスク、タオル、手袋、飲み物

・ 　ボーイスカウト我孫子第2団・荻野☎080－2386－
3669

千葉テレビ放送3チャンネル
シャキット！あびこナビ

　現在、開催中の市制施行50周年協賛事業『我
孫子アートな散歩市	我孫子動物彫刻展	島田忠幸
「プリニウスの動物たち」』。市内9カ所にゴリラ
やキリンなどアルミ板で制作された動物たちが
登場。番組ではリアルな彫刻たちを巡るほか、
作者の島田さんに作品に込めた思いを語ってもらいました。
　過去の放送分はYouTube公式チャンネル（QRコード参照）で
ご覧いただけます。
放送日時　11月13日㈮午前7時ごろ～　　

　あびこの魅力発信室・内線235

手賀沼流域フォーラム 参加者はマスクの着用をお願いします

手賀沼親子ふれあい探鳥会
～手賀沼周辺の山野の鳥と水辺の鳥を楽しもう～
日時　12月5日㈯午前9時30分～11時30分※雨天
中止
場所　手賀の丘公園どんぐりの家前（柏市）集合
内容　手賀の丘公園内や手賀沼南岸で、スコープ
や双眼鏡を使い野鳥を観察。
定員　先着20人※小学生以下は保護者同伴
費用　無料

・ 　野口☎090－5069－5055※ホームページ（QRコード
参照）からも申込可
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●休日・夜間に病気になったら：○消防署（☎7184−0119）に電話をしてください。休日・夜間救急病院、小児救急病院をご案内します。案内された病院に行く場合は、症状
やけがの状態を病院に直接電話してから受診してください。※JAとりで総合医療センターにおける23時から翌朝8時30分までの小児救急は基本的に重症患者に限定されます。
※緊急の場合は迷わず「☎119」へ電話をしてください。※休日や深夜などの診察料は、割高になります。休日は日曜日、祝日、年末年始

11月9日～15日は全国糖尿病週間
我孫子市の特定健康診査を受けましょう！

期間　令和3年1月末まで※1月は医療機関が混み合うので早めにご予約くだ
さい。
対象　40歳～74歳で我孫子市の国民健康保険に加入している方
内容　問診、計測、血圧、血液検査（HbA1c、脂質、肝機能、貧血、尿酸、
クレアチニン）、尿検査、心電図検査
※令和3年3月31日時点で5の倍数の年齢（例…40歳・45歳など）の方は、頸

けい

動脈超音波検査（要申込）を追加で実施できます。受診券（5月または10月に送
付済み）と保険証をお持ちの上、市内契約医療機関でお受けください。受診券
を紛失した場合は直接医療機関へお申し込みください。
新型コロナウイルス感染症への不安で健診を迷われている方へ
　健診を受診しないことで基礎疾患の発見が遅れる場合があります。年に一
度は受診しましょう。

　健康づくり支援課☎7185－1126

検診忘れずに

受けましょう
子宮頸

け い

がん検診（集団）の
追加募集

　下表日程に限り追加募集を受け付けています。事前申し込みなしでの受
診はできません。
※定員枠に達した場合は受診することができません。
対象　令和3年3月31日時点で20歳以上の女性

自己負担金　1500円※無料になる場合もあります。詳しくは市ホームペ
ージをご覧ください。

・ 　各検診日の7日前までに電話またはちば電子申請サービス（QR
コード参照）から申し込み。健康づくり支援課（保健センター）☎7185－
1126

　集団検診のうち胃がん検診（胃部エックス線検査）、乳がん検診（マン
モグラフィー検査・超音波検査）は定員に達したため追加募集はありま
せん。

日にち 場所
令和3年3月8日㈪ 保健センター3月9日㈫

風しん抗体検査・予防接種
●昭和37年4月2日～昭和54年4月1日の間に生まれた男性の方
　これまで公的な接種を受ける機会がなかったため、抗体の保有率が他の世代
に比べて低く（約80%）なっています。そのため、風しん抗体検査および予防接
種を無料で受けられます。抗体検査の結果、抗体価の低い方が予防接種の対象
となります。
　対象の方には4月末（転入した方には7月・10月）にクーポン券を送付しまし
た。お手元にない方はご連絡ください。
期限　令和4年3月31日まで
実施医療機関　市内医療機関、厚生労働省ホームページ掲載の医
療機関（QRコード参照）
持ち物　クーポン券、現住所が確認できるもの（運転免許証など）、予防接種を
受ける場合は抗体検査結果通知（平成26年4月1日以降の検査結果で十分な量の
抗体がないと判断されたもの）
●妊娠を希望する女性とその同居者などが対象
　風しん予防接種の費用助成
期限　令和3年3月31日まで
対象　市内に住民登録している方で次の全てに該当する方
①過去に検査で風しんと診断されたことがない方②妊娠を希望する女性または
その同居者または妊婦の同居者③県の抗体検査（無料）で抗体価が低いとされた
方または風しん第5期の抗体検査においてHI法で16倍もしくはEIA法で6.0以上
8.0未満の方
助成額　3000円(1人1回限り）
　健康づくり支援課☎7185－1126

我孫子市国民健康保険
短期人間ドックの電子申請サービスを開始

今年度の申請期限　12月28日㈪まで	 	
インターネット検索から申請
①インターネットで「ぴったりサービス」と検索
②「サービストップ　ぴったりサービス－マイナポータル」を選択
③トップページの地域選択で「お住まいの郵便番号」を入力または「千葉県」
「我孫子市」を選択
④キーワード検索で「人間ドック」と入力して検索
QRコードから申請（右記QRコード参照）
※短期人間ドックについて詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。※今年度、すでに申請書を提出している方は申請しないでください。
※特定健康診査を希望する場合、短期人間ドックは受診できません。特定健
康診査は市内契約医療機関にお申し込みください。詳しくは健康づくり支援
課（☎7185－1126）へお問い合わせください。
　国保年金課・内線646

　　

　現在世界中で新型コロナウイルス感染症が流行し、暮らしにくい世の中
になってしまいました。市民の皆さんの中には歯科医院での治療を躊

ちゅう

躇
ち ょ

し
ている方もいると思います。しかし、口腔ケアが新型コロナウイルス感染症
の予防や重症化の軽減への効果がある可能性が高いという報告があります。
歯周病やむし歯、義歯などによりしっかり噛めないでいると低栄養状態とな
り、体力・免疫力が落ちてしまう場合があります。必要な歯科治療を受け
ないことで感染や重症化のリスクが高まる可能性があるのです。
　歯科医院への受診による感染リスクはどうでしょうか。歯科ではこれまで感
染の暴露を防ぐために、防護具の着用、グローブの交換、医療器材の滅菌や
消毒をしっかりと行ってきました。汚染が広がらないよう十分に配慮していま
すし、歯科治療による新型コロナウイルスの感染リスクは他の社会活動と比較
しても高くないと考えます。しかしながら皆さんが不安を感じられるのは当然　　

　　　のことと思いますので、不安があればかかりつけ歯科医と治療
　延期も含めてご相談していただければと思います。

　　　 　（一社）我孫子市歯科医師会☎7188－9601

新型コロナウイルス
感染症と歯科治療

№ 427

項目 日程 対象・内容など
しあわせ
ママパパ学級

7・14・
21日㈯

妊娠20週以降の妊婦と
その夫、ご家族の方

4カ月児相談 2日㈪・
10日㈫ 令和2年6月生まれ

1歳6カ月児健康診査 5日㈭ 平成31年1月20日～
2月23日生まれ

2歳8カ月児歯科健診 26日㈭ 平成30年1月11日～
2月15日生まれ

3歳児健康診査 12日㈭ 平成29年4月17日～5
月9日生まれ

5歳児歯科健診 26日㈭ 平成27年9月19日～
10月22日生まれ

離乳食教室
（4～6カ月児向け） 27日㈮ 乳児の保護者、

先着30人
後期離乳食教室

（8～9カ月児向け） 11日㈬ 令和2年2月生まれ、
先着20人

食事・栄養相談 随時 全年齢対象・電話相談可

◎乳幼児の各種健診・相談・教室
　健康づくり支援課（保健センター）☎7185－1126

は予約制です。

◎デイケアクラブ　
時間　午後1時～2時30分
　障害福祉支援課・内線381

開催日 場所
20日㈮ 障害者福祉センター

　 各種健診と健康教室11月

開催日 場所
11日㈬ 布佐南公園＊雨天中止
17日㈫ 湖北台中央公園＊雨天中止
20日㈮ 天王台西公園＊雨天中止

◎ 遊具うんどう教室
時間　午前10時～11時
　高齢者支援課☎7185－1112

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止・内容を一部変更する場合があります。

◎心の健康に関する教室　
場所　保健センター3階
　障害福祉支援課・内線421

教室名 日時

アルコール教室 6日㈮14時30分～16時
心の健康クラブ 16日㈪14時～16時

RUN伴＋あびこ2020「オレンジバトン プロジェクト」
～走らなくても つながる みんなの気持ち～

認知症になっても住みたい街・我孫子

　動画には、認知症の当事者の方、医療・福祉の関係者、地域の方、郵便局、
商店会、企業、飲食店、高校生など多くの方が登場します。認知症になられ
た方を、家族や医療・介護の関係者だけではなく地域全体で支えていくこと
が重要です。会えなくてもつながっていること、会えなくても支え合えるこ
と。私たち我孫子のメッセージをぜひご視聴ください。
動画配信　YouTubeで配信中※「RUN伴＋あびこ2020」で検索ま
たは右記QRコード参照

　RUN伴＋あびこ実行委員会事務局（湖北・湖北台地区高齢者なんでも相談
室）☎7187－6777

動画配信を始めました！



〈市民伝言板の申込方法〉　このコーナーに掲載を希望する方は、広報掲載依頼書（市役所秘書広報課広報室・各行政サービスセンターで配布、市ホームページからダウンロード
も可）に必要事項を記入し、掲載希望号の1カ月前の前日までに広報室へ提出してください。掲載する内容はイベント名・日時・場所・内容・費用・問い合わせ先などです。　
　秘書広報課広報室	☎7185－1269	 7185－1520
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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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【クリーンセンターへのごみの搬入は事前に予約が必要です】  令和5年3月31日まで、新廃棄物処理施設の建設のため駐車スペースが確保できないことから、搬入には電
話による事前予約が必要です。ご協力をお願いします。　 　クリーンセンター☎7187－0015

※ は予約制です。市民相談・県民相談11月

市
民
相
談

弁護士
法律相談 電話

5日㈭、12日㈭、17日㈫、19日㈭、
26日㈭9時30分～15時30分（予約
は2日㈪8時30分～）　秘書広報課☎
7185－1714

行政書士
相談 電話

18日㈬13時～16時（予約は平日10
時～15時）〈新型コロナウイルス感
染症関連の補助金、相続・遺言手続
きなど〉　千葉県行政書士会東葛支
部☎080－7434－5135

司法書士
法律相談 電話

10日㈫10時～15時（予約は2日㈪
～9日㈪13時～16時）　千葉司法書
士会柏支部☎080－5901－3236

年金・労働
相談

11日㈬	13時～17時　市民相談室
（本庁舎2階）　千葉社会保険労務士
会東葛支部☎047－345－9992（9
時～15時）

税務相談
20日㈮	10時～15時　収税課相談
室（本庁舎1階）（予約は16日㈪	8時
30分～）　☎7185－1349

消費生活相談
月～金曜日、第2・4土曜日（祝日を
除く）10時～17時30分　消費生活
センター☎7185－0999

市
民
相
談

人権相談 電話
月～金曜日8時30分～17時15分　
みんなの人権110番☎	0570－003
－110

生活相談
月～金曜日（祝日を除く）	8時30分
～17時　社会福祉課（西別館2階）・
内線394

健康相談
月～金曜日（祝日を除く）	8時30分
～17時　保健センター　健康づく
り支援課☎7185－1126

心の相談
30日㈪	13時30分～（予約は27日
㈮まで）　相談室（西別館2階）　障
害福祉支援課・内線421

交通事故
巡回相談

9日㈪10時～15時（先着4組。予約
は5日㈭まで）　市民安全課（本庁舎
地階）・内線485

子ども総合相談
月～金曜日（祝日を除く）	8時30分
～17時　子ども相談課（西別館1階）
☎7185－1821

ひとり親相談
月～金曜日（祝日を除く）	8時30分
～17時　〈離婚・養育費・面会交流
など〉　子ども支援課（西別館2階）・
内線849

市
民
相
談

DV 相談
（男性可）

月～金曜日（祝日を除く）	8時30分
～17時　社会福祉課（西別館2階）・
☎	7185－1113

結婚相談
（ 優先）

木曜日	10時～17時第1・3土曜日、
第2・4日曜日	10時～19時　我孫子
市結婚相談所	あび♡こい♡ハート
☎7184－8100

地域職業相談
月～金曜日（祝日を除く）	9時30分
～17時　地域職業相談室（サンビー
ンズビル6階）☎7165－2786

県
民
相
談

介護と
こころの相談

火～日曜日	10時～16時　福祉ふ
れあいプラザ（けやきプラザ1階）☎
7165－2886

すまいの相談
金曜日	10時～16時（随時）水・木
曜日10時～12時（要予約）　福祉ふ
れあいプラザ（けやきプラザ6階）☎
7165－2886

福祉用具相談
火～日曜日	10時～16時　福祉ふ
れあいプラザ（けやきプラザ1階）☎
7165－2886

児童相談
来所 月～金曜日（祝日を除く）	9時～17

時　柏児童相談所☎7131－7175

電話 月～金曜日（祝日を除く）		9時～17
時　柏児童相談所☎7134－4152

場所　アビスタホール　定員　各先着50人　費用　無料

 我孫子の民俗行事
          －布佐竹内神社例大祭を中心に－ 
　竹内神社例大祭、民俗行事のオビシャや待

まつ

道
ど っ

講
こ う

を紹介します。
日時　11月28日㈯午後2時～
講師　伊藤純さん（川村学園女子大学日本文化学科講師）
持ち物　室内履き

・ 　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1583

 第8回楚人冠講座
            楚人冠が書きとめた手賀沼の姿 
　杉村楚人冠の随筆を味わいながら、昔の手賀沼の様子を読み取ってみ
ましょう。
日時　11月29日㈰午前10時～
講師　髙木大祐さん（杉村楚人冠記念館学芸員）　持ち物　室内履き
　図書館アビスタ本館☎7184－1110
　杉村楚人冠記念館☎7182－8578

 行商の時代 
　常磐線・成田線でおなじみだった我孫子市からの行商。その特徴につ
いてお話しします。
日時　12月6日㈰午後2時～
講師　山本志乃さん（神奈川大学国際日本学部教授）　持ち物　室内履き

・ 　杉村楚人冠記念館☎7182－8578

 稲村雑談 特別版－我孫子を描きし画家 原田京平－ 
　我孫子を描いた画家・原田京平について語ります。
日時　12月12日㈯午後2時～
講師　稲村隆さん（白樺文学館学芸員）　持ち物　室内履き

・ 　白樺文学館☎7185－2192

写真集『我孫子－みんなのアルバムから－』
スライド上映や昔の我孫子駅のパネル展示も開催！
期間　11月21日㈯～12月20日㈰※申込不要
場所　アビスタホール※講演会開催時間帯はご覧いただけません。

　教育委員会生涯学習課☎	7182－0511

要申込

 我孫子の民俗行事 
 －布佐竹内神社例大祭を中心に－ 
　竹内神社例大祭（市指定文化財）、民俗行事のオビシャや待

まつ

道
ど っ

講
こ う

（待
道講の版木は市指定文化財）などを紹介します。
日時　11月14日㈯午後2時～
場所　布佐中学校多目的室
講師　伊藤純さん（川村学園女子大学日本文化学科講師）　
定員　先着50人
費用　無料　持ち物　室内履き

・ 　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1583

 旧村川別荘ひなのまつり出張展 
 「華」で遊ぶ 
　毎年2月～3月に行われる「ひなのまつ
り」と旧村川別荘の紹介を行います。今回
のテーマは「華」。四季折々の花が華やか
に彩ります！
期間　11月9日㈪～15日㈰午前9時～午
後9時（初日正午～）
場所　アビスタ2階展示スペース
費用　無料

　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1583

我孫子を知る1年企画　展示・講演会

 『白樺』創刊110年記念　我孫子の風景展 
　志賀直哉たち白樺派が去っ
た後の我孫子は、原田京平を
中心とする春陽会の若手画家
たちが風景を描く時代を迎え
ます。原田京平の風景画を中
心に、大正から昭和30年代ま
での我孫子の風景画を紹介し
ます。
期間　11月11日㈬～令和3年
2月28日㈰午前9時30分～午後4時30分
入館料　300円（高校・大学生200円、中学生以下無料）
場所・ 　白樺文学館☎7185－2192

白樺文学館休館のお知らせ
11月10日㈫は展示替えのため休館します。

▲原田京平「ハケの道と手賀沼」

▲旧村川別荘での展示の様子

「山下
清展」と同時開催！
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市からのお知らせをメールで配信しています。右記QRコードを読み込
むか、我孫子市携帯サイト(http://www.city.abiko.chiba.jp/mob/)
へアクセスしてください。パソコンからは、市ホームページ内「メール配
信サービス」をご覧ください。

アプリ「マチイロ」で広報
あびこが閲覧できます。
アプリは左記QRコードか
らダウンロードできます。

市内事業者を応援しよう！

詳しくは HP またはお電話よりお問合せください︕

注文住宅 建替え リフォームリノベーション

04-7188-5222

相談・申請受付中！相談・申請受付中！

日建ホームは我孫子市施工事業者登録店です

after

before

日時　11月7日㈯午後2時～3時30分※当日の状況により遅れる場合あり
※11月8日㈰正午～午後1時30分に再度録画したものの配信あり
内容　低炭素社会の実現に向け、洋上風力発電の導入が国内で進んでい
ます。しかし、洋上風力発電導入先進地域の欧州では、鳥類と風車との衝突や餌
場の喪失が問題とされています。鳥類への悪影響を低減するためにはどうすべき
か、国内外の研究事例を紹介しながら解説します。
講師　風間健太郎さん（早稲田大学人間科学部准教授）
参加方法　JBF公式ホームページ、鳥の博物館ホームページ、山階鳥類研究所ホ
ームページから（申込不要）　費用　無料

今年はオンラインで開催

　広報あびこに掲載している情報は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により延期・中止する場合
があります。各問い合わせ先にご確認ください。

日にち　11月7日㈯・8日㈰
開催方法　JBF公式ホームページで開催
http://www.birdfesta.net/（QRコ

ード参照）
JBFでおなじみのイベントや講座を動画で配信！
主な内容　タイムテーブルなど詳しくはホームページ
（適時更新）をご覧ください。
◎鳥学講座…詳しくは右記記事をご覧ください。
◎JBFのあゆみ…JBFの歴史、そして今後の思いを語
ります。
◎内山春雄バードカービングヒストリー…バードカ
ービングの第一人者、内山春雄さんへのインタビュー。
◎全日本鳥フォトコンテスト講評…4人の審査員が今
年の作品について講評します。
◎タマゴ式鳥絵塾…野鳥図鑑画家の谷口高司さんに絵
の描き方を学びます。
◎山階鳥研見にレクチャー12…普段は見られない山
階鳥類研究所について研究員の方がお話しします。
◎鳥の博物館バーチャルツアー…日本で唯一の鳥専
門の博物館を紹介します。
全日本鳥フォトコンテスト作品展
　入賞作品の他、応募作品約1000点の作品を掲載し
ます。お気に入りの作品を探してみましょう！
※公開を希望しない作品や、撮影マナーから外れてい
ると判断された作品などは除きます。
出展者からのメッセージ
　出展予定だった出展者からお預かりしたメッセージ
を公開しています。最近の活動の様子などもリンクを
通じてご覧いただけます。
　JBF実行委員会事務局（手賀沼課内）☎7185－
1484

日本最大級の鳥の祭典
　　～人と鳥の共存をめざして～

ジャパンバードフェスティバル
（JBF）2020

　受賞した52作品を展示します。
日時　11月7日㈯午前9時30分～午後4時、8日㈰午前9時30分～午後3時
場所　アビスタ第3学習室　費用　無料　 　千葉県自然保護課☎043－223－2972

令和2年度千葉県愛鳥週間 ポスターコンクール受賞作品展示

第30回鳥学講座 洋上風力発電と野鳥
－あまり知られていない影響とその対策－

▲風間健太郎さん

 【広報あびこに掲載する広告を募集】会社やお店のPRにご活用ください。広報あびこは新聞折り込みや公共施設などで配布しています。
発行部数　4万5000部　規格　1枠：縦11.5㎝ ×横8㎝　掲載料　1枠：2万円（最大3枠まで）　 ・ 　秘書広報課広報室☎7185－1269
※広告内容などは市が推奨するものではありません。

オンラインで
開催

広告掲載枠
規格　縦11.5㎝ ×横8㎝ 
掲載料　1枠2万円（最大3枠まで）
・ 　秘書広報課広報室☎7185－1269

会社やお店のPRにご活用ください
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