
〈市民伝言板の申込方法〉　広報あびこ1月1日号は掲載がありません。1月16日号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可）に必要事項を記入し、12月7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

7No.1514   令和2（2020）年11月16日号 情報ひろば・市民伝言板 7

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。

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、布巾2枚、持ち帰り用容器　

・ ・ 11月27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、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

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 、 …講師、 …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

▼おひるねコンサート バイオリン・
ビオラ・チェロ・ギター・ピアノの演
奏とお話　11月28日㈯14時開演。け
やきプラザホール「あびこ市民の歌」
ほか。先着200人（申込不要）。無料。

小段☎090－7630－0218
▼プレアデスハーモニー・モーツァル
ト名曲コンサート　12月3日㈭14時
開演。アミュゼ柏。バイオリン、ビオ
ラ、ピアノによるモーツァルトで安ら
ぎのひとときを。1500円。 富永☎
080－9994－8480
▼放談くらぶ「沼辺の史跡今昔…滝不
動、鎌倉坂（布佐）、頼朝坂など」　12
月6日㈰14時～16時。我孫子南近セ
第1会議室。 三谷和夫さん。300円。

我孫子の文化を守る会・佐々木☎
7185－0675
▼蒔

ま き

絵
え

によるお正月飾り講習会　12
月15日㈫10時～12時。我孫子南近セ。
15人（要申込）。500円。 ・ ・
インテリアの書風の会・折尾☎090－
5566－7055

会員・仲間募集 やってみよう

▼木彫の会　月2回㈯9時30分～16時
30分。湖北台近セ。木と遊ぶ、仏像
の透かし彫りなど。12月5日㈯見学可。
彫刻刀（お持ちの方）、布手袋、昼食
持参。 1000円（別途材料費）。 ・

緑川☎090－7263－7205
▼こども英語　15時～18時、曜日応
相談。アビスタまたはけやきプラザ。
2歳～小学6年生。年齢ごとにクラス
分けしてドリル、ゲームなどで楽しく
学ぶ。1回1000円。無料体験受付中。

スマイリー☎050－6874－9743

任期令和3年2月1日～3月31日（更新あ
り）　勤務日時平日8時30分～17時（月
16日）　 介護認定調査訪問、事務全
般　 次の全てに該当する方①介護支
援専門員・保健師・看護師・理学療法士・
作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・
精神保健福祉士のいずれかの有資格
者で、実務経験が通算1年以上ある②
自動車運転ができる③パソコンやタブ
レット端末で文書入力ができる④一人
で訪問調査ができる（1日2・3件）　 3
人　 時給1550円～　 書類、面接　
勤務場所・ ・ 11月27日㈮17時必
着で登録申込書（市ホームページからダ
ウンロード可）、レポート「介護保険制
度における認定調査について」（800字
程度）、資格証の写しを郵送・持参。
〒270－1192市役所高齢者支援課（住
所省略可）・内線643

お知らせ
定例教育委員会

11月25日㈬14時予定（議案内容
により変更あり）　 水道局4階会議
室　 11月20日㈮以降にお問い合
わせください　 教育委員会総務課
☎7185－1110
「令和2年度犯罪被害者週間千葉県民
のつどい」千葉テレビ放送特別番組

犯罪被害者や家族の尊厳が守られ、適
切な配慮や支援がなされる社会を目指
し、毎年「千葉県民のつどい」を開催
しています。今年は千葉テレビ放送で
特別番組を放送します　 11月28日
㈯9時30分～9時55分　 平穏な暮ら
しを取り戻すために！～犯罪被害者へ
の支援～（犯罪被害者の遺族や支援員、
弁護士へのインタビューなど）　 千
葉県くらし安全推進課防犯対策推進室
☎043－223－2333
養育費　移動無料法律相談会

11月28日㈯13時～16時※1人40
分　 女性センターゆうまつど　 4
人※託児あり　 ・ 千葉県母子寡婦
福祉連合会☎043－222－5818

23332333 まち協情報
こもれびまちづくり協議会

◎こもれびそば打ち教室　 12月
13日㈰、令和3年1月10日㈰・24日
㈰9時30分～　 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

第6回ソーラークッカー全国大会
11月23日㈷9時30分～15時30分　
手賀沼親水広場　 太陽エネルギー

を利用した調理器具の効用を周知し、
ソーラークッキングなどを日常生活の
防災・エコライフに繋げ、多彩なクッ
カーの展示・実演を通してエコ・パッ
ク・防災クッキングを楽しむ。ジュニ
ア大会ではソーラークッカーの製作や
湯沸かしなどでスピードを競う　 無
料　 中山☎7174－5958

第3回ケアラーズサロン
11月28日㈯13時～14時※Zoom

使用　 フリートーク　 きょうだ
い・父母・祖父母など周りの人をケ
アしている39歳以下の方　 先着30
人　 無料　 ホームページから（
https://forms.gle/3CQKy3pwXi
G2LBYFA）　 川村学園女子大学・齋
藤☎7183－7085（水曜日のみ） car
er.kgwu@gmail.com

我孫子市結婚相談所
マスクdeミニ婚活

◎スポーツ好きの人集まれ!!　 12月
13日㈰　 スポーツをしている方、
スポーツ観戦が好きな方　 11月29
日㈰まで
◎再婚したい人集まれ!!　 12月19
日㈯　 再婚をしたい方、相手が再婚
の方であることを了承する方　 12
月4日㈮まで

〈共通〉時間15時～17時　 30代・
40代の独身の方　 男女各8人程度、
初参加者優先（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。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

2020こほく福祉まつり
12月5日㈯10時～15時　 湖北地

区公民館　 俳句・絵画・書道・つま
ようじアート・福祉団体活動紹介など
の展示、ソーラークッカー展示・実演、

「RUN伴＋あびこ2020」動画上映、
講演会ほか　
◎講演会「温かな聞き手を目指して～
傾聴入門～」　時間10時30分～11時
30分　 澤村直樹さん（心理カウンセ
ラー）　 先着100人　
◎講演会「コロナと感染症の歴史」　
時間13時30分～15時　 土井紀弘さ
ん(平和台病院院長)　 先着100人

〈共通〉 無料　 ・ 湖北地区社会福
祉協議会☎7187－2551

あびこクラフト倶楽部
お正月アレンジメント

12月10日㈭13時～15時　 お正
月を過ぎても飾ることができるフラ
ワーアレンジメント　 中島百合子さ
ん　 先着19人　 1000円（別途材
料費2000円）　 ワイヤーを切れる
はさみ、持ち帰り用袋、エプロン、ハ
ンドタオル　 ・ ・ 市民プラザ☎
7183－2111

講演・講座・教室
上級救命講習

（ｅ-ラーニング適応360分コース）
12月12日㈯9時～16時　 消防本

部大会議室　 成人・小児に対する心
肺蘇生法、AEDの使い方、異物除去法、
止血法、搬送法などを学ぶ。講習修了
後、救命技能適正者には修了証を交
付　 市内在住・在学（小学5年生以
上）・在勤で、ｅ-ラーニングの受講証
明書が確認できる方　 先着12人　

無料　 ・ 11月24日㈫9時～、
消防本部警防課☎7181－7701
プロに学ぶ介護力レベルアップ講座Ⅱ

介護施設のレクリエーション
12月4日㈮13時30分～　 パレッ

ト柏　 千葉県レクリエーション協
会　 先 着 25 人　 無 料　 ・
NPO法人ACOBA☎7181－9701
湖北地区公民館（コホミン）講座

◎カラダを知ろうシリーズ～呼吸で
健康！練功十八法～（後段）　 12月
4日～令和3年3月12日（12月25日、
令和3年1月1日、2月19日は除く）毎
回金曜日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、室内用運動靴、タ
オル、マスク、飲み物　 ・ ・ 湖
北地区公民館☎7188－4433※ホー
ムページからも申込可
老後の安心講座～終活のすすめ～
12月18日㈮13時30分～16時40

分　 我孫子南近隣センター　 民法
（相続法）改正を学ぶ（配偶者居住権の
新設、自筆証書遺言の保管制度の創
設など）　 青木敏郎さん　 20歳以
上の方　 先着40人　 500円　 ・

12月12日㈯必着ではがき・ファク
ス・Eメールに講座名、住所、氏名、
電話番号を明記。〒270－1108布佐
平和台4の4の22東葛市民後見人の会
我孫子支部・豊田とし子☎ 7189－
6347 abiko@t-shimin-kouken.org

募集
介護認定調査員（会計年度任用職員）

イベント

納付のお知らせ

項　目 納期限（口座振替日）

上下水道料金 11月25日㈬

個人事業税　第2期(県税)
介護保険料 第6期
国民健康保険税 第6期
後期高齢者医療保険料 第5期
下水道受給者負担金 第3期

11月30日㈪

※ 支払猶予は市ホームページをご確認ください。

11 月 1 日現在 前年同月比

人口 131,744人 －515人

うち外国人 1,904人 －150人

男 64,606人 －322人

女 67,138人 －193人

世帯 59,845世帯 ＋341世帯

我孫子市の人口

　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。
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