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円。 ・ 渡邉☎090－6197－6397
▼ワンコイン英会話体験会　11月25
日㈭14時～。アビスタ。 Mario（NY
出身）。少人数英会話。キッズクラスも
あり。体験1回500円。 NYトーク☎�
090－5498－0715
▼あびショップ　12月3日㈮10時～18
時、4日㈯10時～17時。イトーヨーカ
ドー我孫子南口店エントランス。手作
り品、雑貨、アクセサリー、木工品など。
新会員も募集中。 関☎080－5452
－6190
▼中村天風の教えを学ぶ 第13回講演
会～人生を支配する法則　12月4日㈯
14時～。我孫子南近セ。初心者歓迎。
先着20人。500円。 ・ 中村天風
研究会・勝又☎080－1252－0308
▼書道体験会　12月6日㈪・13日㈪
12時30分～15時。アビスタ。毛筆の
美しさを体験しませんか。漢字・かな
共に懇切丁寧に指導。書が好きになり
ます！体験後、入会も可能。 ・ 白
友会・桑原☎7183－3870

会員・仲間募集 やってみよう

▼健康体操「自
じ

彊
きょう

術
じゅつ

」　毎週㈫、並木
集会所。毎週㈭、アビスタ。いずれも
10時～。見学・体験随時受付。 25
00円。 3000円。 自彊術普及会千
葉県支部・菊川☎7169－3698
▼はがき絵サークル　月1回㈭9時～
12時。根戸近セ。運動も大事ですが
頭の体操も大事。四季の移ろいを感じ、
五感で楽しみましょう。年賀状などこ
れからも楽しみ。 1000円。 高野
☎7149－8031

情報ひろば情報ひろば 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

ます。環境にやさしい自然の電気に切
り替えませんか　参加方法①令和4年
1月31日㈪までにホームページ（「み
い電」で検索）から参加登録②事務局
が見積書を提示③2月15日㈫までに切
り替えるかを判断　 みい電事務局☎
0120－267－100
手賀沼ふれあい清掃 一般参加受付中止
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り実行委員会構成団体のみで実施しま
す。一般の方の受付はありません　
実行委員会（手賀沼課）☎7185－1484

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
12日㈰、令和4年1月16日㈰・30日
㈰9時～（全3回）　 全日程参加でき
る方　 10人（抽選）　 ①500g打
ちコース5400円②700g打ちコース
6000円※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26日㈮（必着）
までに往復はがきに教室名、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

我孫子北まちづくり協議会
◎スマホ勉強会～超初級編～ 12
月5日㈰13時30分～　 先着25人
※スマホをお持ちでない方も可　 無
料　 ・ ・ 当日10時～整理券配
布。我孫子北近隣センター並木本館☎
7157－4517

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

▼健康体操無料講習会　11月18日㈭・
25日㈭13時～14時30分。布佐南近セ。
誰でもできる楽しい運動。60歳以上の
女性限定。車で来る方は臨時駐車場へ。
室内履き、タオル、飲み物持参。 的
山☎7187－3372
▼日本の再生を語る会　11月21日㈰13
時～16時。けやきプラザ10階会議室。
1部…日本の貧困状況について。2部…
スウェーデンカフェ「スウェーデンの高
福祉高負担の現状」。300円。 上原
☎070－5541－7855
▼ペットロス相談会　11月25日㈭、12
月3日㈮13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。2000

ボーイスカウトとあそぼう！
～ワクワク自然体験あそび～

11月28日㈰10時～12時　 中里市
民の森　 ゲーム遊び、宝探し、テン
ト張り　 ①年長～小学1年生②小学
2～4年生③小学5～6年生　 先着
①8人②12人③10人　 200円　 タ
オル、軍手、虫よけ、飲み物など　
ボーイスカウト日本連盟ホームページ
https://www.scout.or.jp/member/
wakuwaku2021entry/※事業コード
「1203A02B」　 ボーイスカウト我孫
子第2団・伊藤☎080－6561－5341

2021こほく福祉まつり
12月4日㈯10時～15時　 湖北地区
公民館　 ホール…①健康のお話（10
時30分～12時）②傾聴講座（13時30分
～15時）※R

ラ ン

UN伴
とも

＋
プラス

あびこのビデオメッ
セージを幕あいで放映。展示など…我
孫子東高校つまようじアートや近隣学
校生徒の作品展示、福祉施設による物
品販売、和太鼓龍翔実演ほか　 ①観
音寺住職②小谷野博之さん　 ①②各
先着100人　 無料　 ・ 湖北地区
社会福祉協議会☎7187－2551

クリスマス婚活パーティー
12月18日㈯①10時～12時②14時
～16時　 1対1での対面式自己紹
介、フリータイムほか　 ①30歳～
40歳②46歳～55歳　 独身の男女各
8人（抽選）　 1000円　 ・ ・
12月5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

1601 講演・講座・教室
遺言書の作成・生前贈与セミナー
11月25日㈭9時～12時　 我孫子
南近隣センター　 先着6組　 無料

・ 老いじたくあんしんねっと・松村
☎080－6685－3506
湖北地区公民館（コホミン）講座

◎親子でスイーツ（朝摘みイチゴでク
リスマスケーキ作り） 12月24日㈮
①9時30分～11時30分②13時30分～
15時30分　 5号（15㎝�）のケーキ　
中嶋智子さん　 小学生と保護者　
各8組（抽選）　 2000円　 エプ
ロン、三角巾、持ち帰り用保冷バッ
グ　 11月29日㈪（必着）までにホー
ムページから
◎呼吸で健康！練功十八法（後段）
12月10日～令和4年3月25日の金曜
日15時30分～16時30分（全12回）※
12月24日・31日、令和4年2月4日・
11日を除く　 関節を緩め内臓の緊
張をほぐすバランス体操　 葉山美
貴さん（練功普及指導員）　 先着30
人　 6000円　 運動できる服装・

室内履き、タオル、飲み物
〈共通〉 ・ ・ 湖北地区公民館☎
7188－4433

元気の出る歴史人物講座
12月4日㈯14時～　 アビスタ　

「渋沢栄一」真の偉大さを今知る、日本
資本主義の父　 1000円（高校生以下
無料）　 日本の心を育む会・岩渕☎
090－4847－0400

普通救命講習 Ⅰ
12月12日㈰①9時～11時②13時～
14時※②はe-ラーニング適応　 消
防本部大会議室　 成人に対する心肺
蘇生法、AEDの使い方、異物除去法
など※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）・在勤の方※②のみ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　 ・ 11月25日㈭
9時～消防本部警防課☎7181－7701

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19日㈮以降にお問い合わせくだ
さい　 教育委員会総務課☎7185－
1110
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
「千葉県民のつどい」は、犯罪被害者や
家族の尊厳を守り、適切な配慮や支援
がなされる社会を目指しています。今
年度も千葉テレビで特別番組を放送し
ます　 11月27日㈯9時30分～9時
55分　 被害者遺族や弁護士へのイ
ンタビュー、高校生による作文朗読・
音楽演奏ほか　 千葉県くらし安全推
進課☎043－223－2333　

講師登録説明会
①11月30日㈫②令和4年1月8日㈯
9時30分～　 ①湖北地区公民館②流
山市生涯学習センター　 我孫子・松
戸・柏・野田・流山・鎌ケ谷市の小・
中学校の講師を希望する方　 東葛飾
教育事務所☎047－361－2124

法廷傍聴会
12月7日㈫13時～16時　 事前説
明、法廷傍聴、傍聴後の解説　 先
着20人　 無料　 ・ ・ 11月26
日㈮9時～千葉県弁護士会松戸支部☎
047－366－1211
弁護士による養育費移動無料法律相談
12月25日㈯13時～16時（1人40

分）　 鎌ケ谷市中央公民館　 4人　
・ 千葉県母子寡婦福祉連合会☎
043－222－5818
「みんなでいっしょに自然の電気」

キャンペーン
太陽光や風力など自然の電気を共同購
入することで、割安な料金で利用でき

イベント

11 月 1 日現在 前年同月比

人口 131,465人 －279人

うち外国人 1,983人 ＋79人

男 64,416人 －190人

女 67,049人 －89人

世帯 60,455世帯 ＋610世帯

我孫子市の人口

※広報あびこ10月16日号に掲載した、10月
1日時点の世帯数などに誤りがありましたので、
お詫びいたします。　 　市民課・内線 422

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
下水道受益者負担金 第3期

11月30日㈫

広報あびこ令和4年1月16日号
「市民伝言板」「文芸だより」の締め切り

◎市民伝言板　12月6日㈪までに広報掲載依頼書（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）を郵送・ファ
クス※広報あびこ1月1日号は掲載がありません。
◎文芸だより（俳句、短歌）　12月9日㈭（必着）までに、はがきに自作の俳句・
短歌（各1作まで）、氏

ふり が な

名、年齢（18歳以下のみ）を明記し郵送
〈共通〉 ・ 　〒270－1192市役所秘書広報課広報室（住所省略可）☎7185
－1269 7185－1520

https://www.scout.or.jp/member/wakuwaku2021entry/
https://www.scout.or.jp/member/wakuwaku2021entry/
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