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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

イベント
認知症の方の家族のつどい「あびこ」
12月8日㈬13時30分～14時30分
けやきプラザ7階研修室
介護方
認知症の
法や悩みなどの情報交換
10人
無料
方の家族・介護者
・ 12月7日㈫までに高齢者支援課
☎7185－1112

市民活動ステーション主催事業
◎シニア向けパソコンの困り事何でも
相談会
12 月 8 日 ㈬・15 日 ㈬ 9
市
時～16時（ 1人60分、月1回）
民活動ステーション
各日先着6人
無料
◎移動子育て交流スペース「cafeネス
12月21日㈫10時～11時30分
ト」
子育て応援プロジェクト
「ハピネスト」
（柴崎台3の6の25ヴェイルC2階）
天王台地区の情報交換、自分や子ども
未就園
のことを安心して話せる場
5組
児と保護者※保護者単独可
300円
12月19日㈰まで
〈共通〉 ・ 市民活動ステーション☎
7165－4370
X’
masにアヴェ・マリアはいかが？
12月18日㈯14時～
アミュゼ柏
シューベルト、グノー、カッチーニ、
伊
ピアソラのアヴェ・マリアほか
津野志保さん（ソプラノ）
、眞山美保さ
ん（オーボエ）
、脇野真樹さん（バイオ
2000円
軽喫茶ぽぽ
リン）ほか
柏
ら、アミュゼ柏、チケットぴあ

市音楽家協会・眞山☎080－5697－
9326
滝前不動 新春竹宵
12月18日
◎ライトアップイベント

㈯16時～18時※荒天中止
合唱、
歌舞伎舞踊、バンド・箏の演奏など
12月18日㈯
◎竹灯籠ライトアップ
～令和4年1月10日㈷16時30分～22
竹灯籠400基、園児の塗り絵灯
時
籠100基、スタンプラリー
（岡発戸1271）
〈共通〉 滝前不動
米澤☎090－6503－2084
中央学院大学吹奏楽団
第27回定期演奏会
12月19日㈰14時30分～
けやき
春よ来い、大河ドラ
プラザホール
マメドレー、レ・ミゼラブルほか
無料
中央学院大学☎7183－6518
まったりサロンいっぽ
12月24日～毎月第4金曜日17時30
話し合い、ゲーム、
分～19時30分
家に閉じ
コンサート、食事など
200
こもりがちな15歳以上の方
・ ・ cafe風（つくし野3の2
円
の22の201）☎ 7199－7355（平日
13時30分～17時30分）

講演・講座・教室
人生100年時代の心の健康作りセミナー
◎パンデミックと心のサルコペニア
12月4日㈯13時30分～15時30分
石丸昌彦さん（精神科医）
◎高齢者を対象とした健康のための音
12月25日㈯13
楽と体操の活用法
智田邦徳さん
時30分～15時30分
（東北音楽療法えころん代表理事）
〈共通〉 けやきプラザ7階研修室
40人
無料
・ ACOBAまほろ
ば☎7181－9701
お元気まんてん教室「ラフターヨガ」
12月9日 ㈭10 時 ～11時30 分※Zo
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om使用
笑う健康法
藤本祐子
無料
・ 天王台地区高齢
さん
者なんでも相談室☎7182－4100
甲種防火管理新規講習
① 令 和4 年2月1日㈫・2日㈬ ②2月
我孫子南近隣セン
3日㈭・4日㈮
各37人
8000円
①12
ター
月2日㈭～9日㈭②12月6日㈪～13日㈪

に日本防火・防災協会ホームページ
千葉県消防設備協会☎043－306－
3871、消防本部予防課☎7181－7702
高齢者のためのなないろいきいき教室
12月16日㈭10時～11時30分
市
バランスのよい食事でア
民プラザ
中村信子さん
（管理栄
ンチ低栄養
養士） 市内在住で65歳以上の方
20人
無料
・ 我孫子北地区
高齢者なんでも相談室☎7179－7360

湖北地区公民館（コホミン）講座
◎スタインウェイのピアノを弾きません
令和4年1月29日㈯①9時～②
か？
10時30分～③12時～④13時30分～

⑤15時～⑥16時30分～⑦18時～
（各
ホールを貸し切り、
回1時間15分）
憧れの音色を楽しもう※各回参加人数
7組
（抽選）※第2希望
100人以内
1000円
・ ・ 1月9
まで可
日㈰までに湖北地区公民館☎7188－

4433※ホームページから申込可
第25回市民後見人養成講座
令和4年1月16日㈰・29日㈯、2月
11日 ㈷・19 日 ㈯ 9 時 30 分 ～16 時 30
けやきプラザ7階研 修
分
（全4回）
制 度の 基 礎 知 識、 関 係 制 度・
室
東 葛 6市に
法 律、 活 動 内 容 など
30人
在住・在勤で20歳以上の方
7000円
・ 1月13日㈭までに
東葛市民 後 見 人の 会・西 沢☎ 090－

～44歳の方
各回10人
無料
筆記用具、雇用保険受給資格者証
（お
持ちの方）
・ 松戸市商工振興課
☎047－711－6377

募集
我孫子市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、

1日4時間以上 勤務場所軽喫茶ぽぽ
福祉ショップ、軽喫茶のホール・
ら
18歳以上の方
若干名
キッチン
時 給 960 円※研 修 期 間あり
面
・ 12月20日㈪までに履歴書を
接
持参。我孫子市社会福祉協議会☎7184

－1539
石けん利用推進協議会委員
石
任期令和4年5月1日から2年間
けん啓発に関する会議・イベントなど
市内在住で任期満了時に75歳以下
5人
会議1500円、その他
の方
・ 12月22日㈬（必着）ま
500円
でに住所、氏名、年齢、性別、職業、

電話番号を明記し、レポート「石けん
利用と環境について」
（ 800字程度）を
添えて郵送・持参。〒270－1151本
町3の2の1（アビイクオーレ2階）消費
生活センター☎7185－1469
会計年度任用職員

◎心理相談員 任期令和4年4月1日～
令和5年3月31日 勤務日時平日8時30
分～17時
（週4～5日、1日7時間30分～
45分） 勤務場所教育研究所
（湖北台東
小学校内） 児童・生徒、保護者、教
職員に心理学的見地から助言指導
公認心理師・臨床心理士・学校心理士・
臨床発達心理士のいずれかの資格を有
し、心理検査によるアセスメントおよび
時給2310円
自動車運転ができる方
◎看護師 任期令和4年4月6日～令

3534－0223
和5年3月24日※長期休業中は勤務な
応募書類の書き方＆面接準備セミナー
令和4年1月14日㈮①13時30分～② し 勤務日時平日8時30分～17時（月
12日） 勤務場所市内小・中学校
松戸市勤労会館
14時55分～
時給1430円
①応募書類の書き方②面接の基本ポイ 医療的ケア
書類、面接
・
15歳 〈共通〉 若干名
ント、立ち居振る舞いの練習

広告

広告掲載枠

会社やお店のPRにご活用ください
規格

縦11.5cm×横8cm

掲載料 1枠2万円（最大3枠まで）
・
秘書広報課広報室☎7185－1269

広告掲載枠

会社やお店のPRにご活用ください
規格

縦11.5cm×横8cm

掲載料 1枠2万円（最大3枠まで）
・
秘書広報課広報室☎7185－1269

広告掲載枠

会社やお店のPRにご活用ください
規格

縦11.5cm×横8cm

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。
秘書広報課広報室☎7185－1269
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） ・
※広告内容は市が推奨するものではありません。応募者多数の場合、掲載の優先順位および抽選で決定します。

