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〈「広報あびこ」は月2回（1日・16日）発行です〉 新聞折り込みのほか、市役所や公共施設、郵便局などに設置しています。新聞を購読していない市内在住の方には、宅配（無料）
でお届けしますので、お問い合わせください。　 　秘書広報課広報室☎7185－1269

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

家庭保育ができない児童を預かり、生
活指導などを行う　 資格など条件あ
り　 5人　 時給1170円　 ・
11月10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

449 お知らせ
行政書士会の無料相談

10月9日㈯10時30分～15時30分
※荒天中止　 スカイプラザ柏ピロテ
ィ　 相続、遺言、成年後見、官公署
への許認可など　 ・ 千葉県行政書
士会東葛支部・和田☎090－7845－
2126

猫譲渡会&フリーマーケット
10月10日㈰10時～12時　 アビス

タ前広場（手賀沼公園側入り口）　 譲
渡会、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　
ねこ友会・早川☎7188－0007

猫譲渡会
10月10日㈰・24日㈰、11月14日㈰・

28日㈰12時～15時※荒天中止　 市
役所駐車場　 譲渡には条件あり。持
ち込みは要事前連絡。保護犬猫の引き
取り不可　 猫里親会☎090－1618－
2502

シルバー人材センター入会説明会
10月12日㈫14時～15時　 アビス

タ　 市内在住の60歳以上で働く意欲
がある方　 先着15人　年会費2400
円　 ・ シルバー人材センター☎
7188－2200

杉村楚人冠記念館 臨時休館
10月12日㈫～15日㈮※杉村楚人冠

邸園は通常どおり開園　 杉村楚人冠
記念館☎7187－1131

事業承継出張相談会
11月9日㈫10時～、13時～、14

時30分～　 我孫子市商工会　 中
小企業の事業承継や事業引き継ぎの実
務に精通した専門家が対応　 事業承
継に関する相談や悩みがある市内事業
者の方　 無料　 ・ 11月2日㈫ま
でに千葉県事業承継・引継ぎ支援セン
ター☎043－305－5272 https://
chiba-jigyohikitsugi.jp/

千葉県里親制度説明会
11月7日㈰13時～15時　 さわや

かちば県民プラザ（柏市）　 里親制度
に興味がある方、里親になりたい方　

80人　 無料　 ・ 子ども家庭サ
ポートセンターちば「オレンジの会」☎
0470－28－4288

労働委員会 
個別的労使紛争のあっせん

労働者と使用者の間で生じた解雇・パ
ワハラ・労働条件の不利益変更などの
労働関係のトラブルについて、労働委
員会の委員が間に入り、双方の歩み寄
りによる円満な解決を目指す「個別的
労使紛争のあっせん」を行っています。
あっせんは無料で、労働者・使用者ど
ちらからでも申請できます　 千葉県
労働委員会☎043－223－3735

しいお話～楽しく食べてフレイル予防
～　 岡田真由美さん（管理栄養士）　

20人　 無料　 ・ 天王台地区高
齢者なんでも相談室☎7182－4100

認定NPO法人東葛市民後見人の会
法人設立10周年記念シンポジウム
10月29日㈮13時30分～16時20

分　 けやきプラザ　 ①講演「地域
連携ネットワークについて」②相談支
援専門員ほか4人のシンポジストによ
るミニ報告・討論　 ①池田惠利子さ
ん（いけだ権利擁護支援ネット代表）　

福祉や後見活動に関心がある20歳
以上の方　 先着150人　 無料　
豊田☎070－1940－7530

湖北地区公民館（コホミン）講座
◎がん哲学外来あびこカフェ　 10月
31日㈰15時20分～17時※13時～映
画「がんと生きる　言葉の処方箋」の
上映あり　 がんに関する悩みや不安
などを語り合う　 先着30人　 無
料　 飲み物　 ・ ・ 湖北地区公
民館☎7188－4433※ホームページ
から申込可

募集
高齢者支援課 介護認定調査員

（会計年度任用職員）
任期11月1日～令和4年3月31日※再
任あり　勤務日時平日8時30分～17時

（月16日、週4日）　 自宅・施設訪問
による聞き取り調査など　 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自動車運転やパ
ソコン・タブレット端末などを利用して
文書入力ができる③一人で訪問調査が
できる（1日2～3件）　 若干名　 時
給1550円　 書類、面接　 ・ 10
月15日㈮（必着）までに登録申込書（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）、資格免許
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

千葉県地球温暖化防止活動推進員
任期令和4年4月～令和9年3月　 ボ
ランティアとして地球温暖化対策を実
践し、普及啓発などの活動を行う　
県内在住・在学・在勤で18歳以上の
方※条件あり　 10月15日㈮（必着）
までに申請書（県ホームページからダウ
ンロード可）を郵送・ファクス。〒260
－0024千葉市中央区中央港1の11の1
千葉県地球温暖化防止活動推進セン
ター 043－247－4152　 千葉県循
環型社会推進課☎043－223－4139
放課後対策事業スタッフ サブリーダー

（会計年度任用職員）
任期令和4年3月31日まで※再任あり 
勤務時間13時～19時、一日保育…7
時45分～19時の間でシフト制　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
校を除く）　 放課後や長期休業日に

市民活動ステーション主催事業
◎シニア向けパソコン困り事何でも相
談会　 10月6日㈬・13日㈬・20日㈬・
27日㈬9時～16時（1人60分、月1回）　

市民活動ステーション　 Abicom　
各日先着6人　 無料

◎移動子育て交流スペース「cafeネス 
ト」　 10月26日㈫10時～11時30
分　 近隣センターふさの風　 自分
や子ども、街のことを気軽におしゃべ
りしませんか　 未就園児と保護者（保
護者のみも可）　 先着5組　 300
円　 10月23日㈯までに電話・Eメー
ルで住所、氏名、電話番号、お子さん
の年齢を明示

〈共通〉 ・ 市民活動ステーション
☎7165－4370 abikosks@themis.
ocn.ne.jp

マスクdeミニ婚活
 アロマスプレー作り

10月24日㈰14時～16時30分　 1
対1でのお話しタイムほか　 38歳ま
での独身の方　 男女各8人程度（抽
選）　 1200円　 ・ ・ 10月11日
㈪までに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※ホームページから申込可
新木地区まち協・湖北地区社協共催

らくらく健康体操と健康のお話
10月16日㈯13時30分～15時　 リ

ズム太鼓を使って楽しく健康体操　
先着20人　 無料　 ・ 新木近隣セ
ンター☎7188－2010

第15回なぎなた市民大会
11月14日㈰9時30分～　 市民体

育館　 ①演技競技（しかけ応じ）②試
合競技　 ②中学生以上　 500円　

・ 10月20日㈬までに電話・Eメー
ルで氏

ふ り が な

名、年齢、段・級位、電話番号
を明示。我孫子市なぎなた連盟・中村
☎090－1253－2996（SMS可） kn. 
antar＠gmail.com

柏市民吹奏楽団
第63回演奏会

10月24日㈰14時30分開演　 柏
市民文化会館　 「プスタ～4つのロ
マの舞曲」「第4交響曲」「シンフォニ
ア・ノビリッシマ」ほか　 無料　
山口☎090－3516－8288

オペラ・ガラ・コンサート
11月7日㈰14時30分開演　 け

やきプラザホール　 歌劇「椿姫」、
「マクベス」よりほか　 金子亮平さ
ん、渡邉真弓さん、渡辺大さん、中村
文美さんほか　 3000円（18歳以下
1000円、小学生以下無料※要電話申
込）　 ブックマルシェ、喫茶ぷらっ
と（アビスタ内）　 ・ オペラを上演
する会・金子☎7111－0957

講演・講座・教室
市民のチカラまつり企画部門

◎「ファースト侍！平将門さま」とは　
10月9日㈯14時～16時　 湖北地

区公民館　 カール・フライデーさ
ん（ジョージア州立大学名誉教授）　

45人　 無料　 ・ 我孫子カル
チャー &トーク☎7184－9828 
◎地域社会で今必要な男女共同参画事
業とジェンダー平等を考える　 10月
9日㈯14時～15時45分　 市民プラ
ザ　 林治さん（弁護士）　 80人　

無料　 ・ 我孫子革新懇☎090－
3964－3111
◎布佐に生まれた地域活動の新しいチ
カラ　 10月10日㈰14時～15時30
分　 湖北地区公民館　 混声合唱団
アンサンブル・ルミエール　 125
人　 1000円　 ・ ふれあい塾あ
びこ☎080－1364－0371

人生がもっと豊かになる
「ボランティア体験会」

・ ①10月15日㈮14時～17時30
分、子ども食堂の補助②10月19日㈫
10時～13時、ミニデイサービスの補
助③10月22日㈮9時30分～12時、船
戸の森の整備④10月25日㈪9時30分
～12時、施設の庭の手入れ⑤10月27
日㈬9時30分～12時、駅前花壇の整
備⑥10月28日㈭10時～12時、障害
者と共に公園の手入れ⑦11月2日㈫9
時30分～12時、車いす・施設の清掃
※場所など詳しくはお問い合わせくだ
さい（屋外活動は雨天延期）　 各日先
着2～5人　 無料　 ・ 体験日の3
日前までに電話・ファクス・Eメール・
窓口で氏名、希望日、電話番号を明示。
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

10月14日㈭10時～11時30分　 つ
くし野コミュニティホール　 リズムに
合わせて筋トレ・体幹エクササイズ　

芦川尚史さん（健康運動指導士）　
市内在住で65歳以上の方　 先着20
人　 無料　 ・ 我孫子北地区高齢
者なんでも相談室☎7179－7360

読み聞かせボランティア入門講座
10月23日㈯13時～16時30分　 ア

ビスタ　 講演「絵本の読み聞かせ－
選び方と読み方の実践－」、参加者の実
演と講師のアドバイス　 小谷孝子さん

（船橋・南房総市／ゆか下文庫主宰）　
先着30人　 ・ 10月20日㈬ま

でに県立中央図書館☎043－222－0 
116

第5回お元気まんてん教室
10月27日㈬10時～11時30分※

Zoom使用　 健康寿命を延ばすおい
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