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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。

どもの発達支援と保護者支援につい
て」（800字以内）、資格証・免許証の
写しを郵送・持参。〒270－1112新
木1637こども発達センター☎7188
－0472

ふれあいホール 
ワークショップ参加団体

7月27日㈫～8月1日㈰のうち1日
（午前・午後のみでも可）　 けやきプ
ラザ第2ギャラリー　 絵画・書道・
手工芸などのワークショップを開催で
きる団体　 各日1団体　 ・ 4月
20日㈫19時までに千葉県福祉ふれあ
いプラザ☎7165－2883

放課後対策事業スタッフ
◎サブリーダー　勤務時間13時～19
時、一日保育…7時45分～19時（シフ
ト制）　勤務場所各あびっ子クラブ、
学童保育室（四小・根戸小・三小・二小・
新木小学校以外）　 放課後や長期休
業日に家庭保育ができない児童を預か
り、生活指導などを行う　 3人　
時給1170円
◎心理相談員　勤務時間8時30分～
19時の間で3時間～7時間45分（月96
時間、シフト制）　勤務場所子ども支
援課　 支援が必要な学童保育利用児
童に対する相談、保育について放課後
対策事業スタッフへ助言　 1人　
時給2310円

〈共通〉任期1会計年度以内（再任用あ
り）　 資格など条件あり、詳しくは
市ホームページをご覧ください　
・ 4月30日㈮（消印有効）までに、
登録申込書（市ホームページからダウ
ンロード可）を郵送・持参。〒270－
1192市役所子ども支援課（住所省略
可）・内線449
学校安全管理員（会計年度任用職員）

任期登録者の中から必要に応じて学期
ごとに任用　勤務日時学校授業日（週
3・4日、1日4時間）　勤務場所市内
各小学校　 学校内外の巡回、登下
校時の児童の見守りなど　 時給930
円　 書類、面接　 ・ 随時、教育
委員会学校教育課☎7185－1267

449449 お知らせ
遺言・相続の無料法律相談会

4月15日㈭13時～16時※1人40
分　 電話による弁護士の法律相談　

先着20人　 ・ 4月6日㈫10時～
千葉県弁護士会松戸支部☎047－366
－6611

我孫子市結婚相談所説明会
①4月17日㈯②4月25日㈰13時30

分～14時30分※終了後、個別相談あ
り　 結婚相談所の利用を考えている
①本人（女性）または保護者②本人（男
性）または保護者　 各日先着20人　

・ ・ 我孫子市結婚相談所あび♡
こい♡ハート☎7184－8100

猫譲渡会＆フリーマーケット
4月18日㈰11時～13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。寄付物品
も募集　 ねこ友会・早川☎7188－

回）　 初心者向けのパンの練り方、
成形、焼き方などパン作りの基礎（ベー
グル、シナモンロール）　 12人（抽
選）　 1500円　 エプロン、三角
巾、マスク、布巾2枚、ステンレスボー
ル（直径20cm以上）、軍手、持ち帰り
用容器、お弁当、筆記用具　 5月5
日㈷必着
◎音楽療法でリフレッシュ！〜元気に
ドレミ♪〜　 5月10日、7月5日、9
月6日、11月15日、令和4年1月17日、
3月7日（全て月曜日）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）　 各回先着20人　 各回500
円　 動きやすい服装、室内用運動靴、
飲み物、マスク

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

募集
社会福祉協議会 臨時職員

勤務日時土・日曜日を含む週2日以上、
9時～19時のうち1日4時間以上　勤
務場所福祉ショップ＆軽喫茶ぽぽら　

ショップ、軽喫茶のホール・キッ
チン※研修期間あり　 18歳以上の
方　 若干名　 時給930円　 面
接　 ・ 4月15日㈭までに履歴書
を持参。我孫子市社会福祉協議会☎
7184－1539

高齢者支援課会計年度任用職員
任期6月1日～令和4年3月31日　勤務
日時平日8時30分～17時（月16日、
勤務時間応相談）　 高齢者相談、訪
問、健康教育、事務など　 保健師ま
たは看護師の有資格者で、自動車運転・
パソコン操作ができる方　 1人　
保健師…時給1440円、看護師…時給
1430円　 書類、面接　勤務場所・

・ 4月16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）または履歴書、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429
鳥の博物館受付・ミュージアムショッ

プ販売員（会計年度任用職員）
任期5月1日～令和4年3月31日　勤務
日時9時15分～17時のうち4時間（月
14日程度、土・日曜日、祝日勤務あ
り）　 1人　 時給930円　 面接　
勤務場所・ ・ 4月16日㈮消印有効
で登録申込書（市ホームページからダ
ウンロード可）を郵送・持参。〒270
－1145高野山234の3鳥の博物館☎
7185－2212
こども発達センター 児童発達支援員
（会計年度任用職員〈産休代替〉）

任期5月1日～12月31日　勤務日時平
日8時30分～16時30分（月8日）　
乳幼児の療育と家族への支援　 保育
士・社会福祉士・教員のいずれかの資
格・免許を有する方　 1人　 時給
1210円　 書類、面接　勤務場所・

・ 4月16日㈮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「自分の職種から考える、子

懐かしの映画ポスター展 第21回
4月17日㈯～25日㈰9時～18時（最

終日16時まで）　 アビシルベ　 ジ
ェームズ・ディーン生誕90年記念＆
和製ディーン“赤木圭一郎”映画ポス
ター展（提供…青柳隆久さん）　 無
料　 懐かしの映画ポスター友の会・
吉澤☎090－3343－2014

フルートアンサンブル紙ふうせん
第12回定期演奏会

4月25日㈰14時開演　 アミュゼ
柏　 サウンド・オブ・ミュージック、
日本の春メドレーほか　 細山友子さ
ん（指揮）　 無料（全席自由）　 須田
☎7154－7413
硬式テニス我孫子市民大会（シングルス）
5月15日㈯※予備日5月22日㈯　

市民体育館　種目一般（男子・女子）、
年齢別（45歳以上・55歳以上・65歳
以上・75歳以上）。詳細は我孫子市
テニス連盟ホームページ参照　 市
内在住・在学・在勤の方　 先着60
人　 1000円（高校生以下500円）　

4月28日㈬までにEメールで種目、
氏
ふ り が な

名、住所、年齢、電話番号を明記。
山
や ま

来
く

info@abkta.main.jp　 北村
☎090－2524－5214

第18回 大正浪漫ウオークin手賀沼
4月29日㈷8時～16時※荒天中止　
手賀沼公園　 6・10・20・30㎞コー

ス（自由歩行）※小学生以下は保護者、
障害がある方は介助者の同伴が必要
です　 400円（当日申し込み600～
700円）、中学生以下無料　 ・ 4月
15日㈭までに北総歩こう会・平野☎
7133－1589

森かずお写真展～ありのままの一瞬～
6月27日㈰まで10時～16時（入館

15時30分まで）　 50年にわたり手
賀沼の自然や地域の行事を撮り続けて
きた写真家の写真展　 600円（飲み
物の提供は中止）※中学・高校生半額、
小学生以下無料　 ・ 森の美術館 

（流山市）☎7136－2207

講演・講座・教室
シニアのためのオンライン講座

Zoomの使い方 入門編
4月12日㈪・14日㈬10時～11時30

分　 自宅からZoomの使い方を学
ぶ※パソコン参加の場合OSはWind 
ows10（カメラ・マイク付き）、スマ
ホでも参加可　 各日先着10人　
無料　 ・ Eメールに受講日、住所

（町名まで）、氏名、電話番号、Eメー
ルアドレス、年代を明記。NPO法人 
パソコン楽しみ隊・加

か

戸
ど

☎090－354

7－3310 abikoji@gmail.com
認知症の方の家族のつどい「あびこ」
4月14日㈬13時30分～14時30分 
けやきプラザ　 介護方法や日頃の

悩みなどについての情報交換　 認知 
症の方を介護している家族、介護経験 
者　 10人　 無料　 ・ 4月13日 
㈫までに高齢者支援課☎7185－1112

普通救命講習Ⅰ
4月18日㈰①9時～11時②13時～

14時　 消防本部　 成人に対する
心肺蘇生法とAEDの使い方など(②は
e-ラーニング適応)。救命技能適正者
には修了証を交付　 市内在住・在学・
在勤の小学5年生以上（②はｅ-ラーニ
ングの受講証明書が確認できる方）　

各先着12人　 無料　 ・ 4月8
日㈭9時～消防本部警防課☎7181－
7701

甲種防火管理新規講習
①6月1日㈫・2日㈬②6月3日㈭・4

日㈮　 我孫子南近隣センター　 各
37人　 8000円　 ①4月8日㈭ま
で②4月6日㈫～13日㈫までに日本防
火・防災協会ホームページまたは申
請書（日本防火・防災協会ホームペー
ジからダウンロード）を日本防火・防
災協会にファクス（ 03－6274－
6977） 千葉県消防設備協会☎043
－306－3871、消防本部予防課☎
7181－7702

令和3年度前期危険物取扱者試験・
受験者講習会

6月13日㈰　 敬愛大学稲毛キャ
ンパス（千葉市）　受験種類・ 甲種
6600円、乙種4600円、丙種3700円　

・ 電子申請は4月2日㈮～12日㈪
まで、書面申請は願書（各消防署・各
分署で配布）を4月5日㈪～15日㈭ま
でに消防試験研究センター千葉県支部
へ郵送・持参☎043－268－0381
◎受験者講習会（希望者のみ）　 5月 
18日㈫　 船橋市中央公民館　
3700円（別途テキスト代）　 ・ 4
月19日㈪～23日㈮までに消防本部予
防課☎7181－7702

市民体育館レッスン
◎夜ヨガ教室　 毎週水曜日18時30
分～19時30分
◎バレトン教室　 毎週金曜日13時～
14時
◎夜エアロ教室　 毎週金曜日18時
30分～19時15分

〈共通〉 1回500円　 ・ ・ 市民
体育館☎7137－9030

湖北地区公民館（コホミン）講座
◎手作りパンにチャレンジ！　 5月26
日㈬、6月23日㈬10時～15時（全2

イベント
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