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令和4年1月14日㈮（必着）までに登
録申請書（市ホームページからダウン
ロード可）、レポート「私の職業観」（400
字程度）および「（職種名の）資質能力と
は何かあなたの考えを述べよ」（800字
程度）、資格証の写しを郵送・持参。〒
270－1132湖北台4の3の1教育研究所
☎7187－4600

449 お知らせ
猫譲渡会＆フリーマーケット

12月5日㈰・19日㈰11時～13時※
5日は譲渡会のみ　 アビスタ前広場
（手賀沼公園側入り口）　 日用品の販
売。売り上げは野良猫を増やさない活
動に使用　 ねこ友会・早川☎7188
－0007

交通遺児家庭への見舞金・
勉学奨励金などの交付

陸上交通事故で保護者を失った市内の
家庭（交通遺児家庭）に、歳末たすけあ
い見舞金・交通遺児援護基金見舞金を
交付します。令和4年4月に小・中学校
へ入学または3月に中学校を卒業する
方がいる世帯に、勉学奨励金なども交
付します　 ・ 12月10日㈮までに我
孫子市社会福祉協議会☎7184－1539

猫譲渡会
12月12日㈰、令和4年1月9日㈰・

23日㈰12時～15時※雨天中止　 市
役所駐車場※持ち込みは要事前連絡。
保護犬猫の引き取りは不可。譲渡条
件あり　 猫里親会☎090－1618－
2502
シルバー人材センター入会説明会
12月14日㈫13時30分～14時30分　
アビスタ　 市内在住で60歳以上の
方　 15人　年会費2400円　 ・
シルバー人材センター☎7188－2200

甲状腺検査費用の一部助成
平成4年4月2日～平成23年4月1日生
まれで、福島第一原発事故当日と検査
日に市に住民登録のある方 ・ 令
和4年2月28日㈪までに健康づくり支

援課☎7185－1126

まち協情報
我孫子南まちづくり協議会

◎スマホ・タブレット・パソコン相談
12月18日㈯13時～15時30分　
8人（1人60分）　 無料　 相談した
い機器
◎お正月の生け花 12月27日㈪14
時～16時　 柴田香蒲さん　 20人
2500円　 花ばさみ（お持ちの方）、
雑巾　 12月20日㈪まで
〈共通〉 ・ ・ 我孫子南近隣センタ
ー☎7181－1011

新木地区まちづくり協議会
◎しめ飾り講習会 12月19日㈰10
時～15時　 20人　 700円　 は
さみ（紙用・わら用）、敷き物、セロハ
ンテープ、室内履き、昼食　 ・ ・
新木近隣センター☎7188－2010

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

▼歌声クラブ　①12月3日㈮10時～11
時30分、近セこもれび②12月13日㈪13
時30分～15時、我孫子北近セ並木。楽
しく歌いましょう。30人。700円。スリッ
パ持参。 稲吉☎090－4027－6903
▼あびこ市歩こう会「アンデルセン公園
に行こう」　12月12日㈰8時18分我孫
子駅発常磐快速乗車、三咲駅下車。小
雨決行。10kmウオーク。300円。昼
食持参。 鈴木☎090－1404－7463
▼15周年記念第25回我孫子市歌謡文
化フェスティバル（チャリティー）
12月12日㈰9時45分開演。けやきプ
ラザ。無料。 歌謡文化同好会「虹」・
岩鼻☎090－2523－1887

▼①アプリのID、メールID②端末のID
③（ブラウザ）クロム、エッジのアカウン
トの関係を学ぶ　12月12日㈰14時～
16時。湖北台近セ。資料はメール送付。
1000円。 今泉☎090－4715－2905
▼第2回年忘れ舞踊発表会　12月15
日㈬12時30分開演。湖北地区公民館。
全31曲（忍ぶ雨、恋千鳥、夢の柳橋ほ
か）。粗品贈呈。入場無料。 我孫子
市舞踊連盟・久保田☎7189－4364
▼放談くらぶ「タマゲル（魂消る）はな
し 日本人の霊魂観」　12月19日㈰
14時～16時。アビスタ。 萩原法子さ
ん。35人。300円。 ・ 我孫子の
文化を守る会・佐々木☎7185－0675
▼公開講座「父・井上ひさしを語り継
ぐ」　12月20日㈪14時30分～16時。
市民プラザ。 井上麻矢さん（劇団こま
つ座社長）。80人。1000円。 ・ ふ
れあい塾あびこ☎080－1364－0371

▼我孫子ギターサークル　毎週㈫13時
～16時。市内近セ。かつてギターを手
にしたことのある方、もう一度アンサン
ブルを楽しみませんか？見学歓迎。
1000円。 秋元☎7184－4518
▼社交ダンスサークル　①ラベンダー
（中級）毎週㈬13時～15時②ひまわり
（初級）毎週㈮10時～12時。けやきプラ
ザ7階。見学歓迎。 1000円。 3500
円。 中村☎080－3024－5966

 市民プラザ
◆第56回我孫子墨絵同好会展 3日
㈮～7日㈫10時～17時（初日13時～、
最終日16時まで）　 北原☎7186－
5595
◆東京2020大会×我孫子市ミュージ
アム～ Hvala Slovenija ～ 11日
㈯～23日㈭9時～17時（最終日12時ま
で）　 秘書広報課・内線276
◆つまようじアート展 25日㈯～令
和4年1月4日㈫9時～18時（初日13時
～）　 我孫子東高校☎7189－4051
 図書館　1日㈬～26日㈰　　
 休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
湖北台分館ミニギャラリー
◆編み物作品展　松永ナナ子手編み教
室
布佐分館ミニギャラリー
◆我孫子のいろいろ八景写真展　都市
計画課
 アビスタストリート
 開館時間：9時～21時　休館日：27日㈪ 
◆障害者週間作品展 1日㈬～13日
㈪（初日12時～）　 障害者福祉セン
ター☎7185－1124
◆水彩クラブ展 15日㈬～28日㈫
（初日12時～、最終日15時まで）　
大西☎090－5427－6274
 けやきプラザ
 休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
第1ギャラリー
◆第10回写真クラブ「写遊」写真展
14日㈫～19日㈰10時～16時30分

（初日13時～、最終日16時まで）　
永野☎7174－3088
第2ギャラリー

◆ちっちのアトリエ クリスマスプロジ
ェクトwithワークショップ 15日㈬
～19日㈰10時～18時（最終日17時ま
で）　 坂本☎080－4353－4243
第1・2ギャラリー
◆「平和の集い～我孫子から平和を願
う～」展 5日㈰まで9時～19時（最
終日16時まで）　 企画課・内線212
◆第10回みづゑの会作品展 21日
㈫～26日㈰10時～17時（初日13時～、
最終日15時まで）　 大野☎080－
5479－0660
 アビシルベ　開館時間：9時～18時
　☎7100－0014

◆「平和の集い～我孫子から平和を願
う～」展 5日㈰まで（最終日16時ま
で）
◆第36回手賀沼写真コンクール入選
作品展 6日㈪～16日㈭（初日13時
～、最終日13時まで）
◆アビストリーム「アビスト de Night☆」
LIVE放送 17日㈮18時～19時
◆つまようじアートの展示 18日㈯
～24日㈮（初日13時～）
 けやきプラザ県民講座・講習（申込制）
◆脳活性化体操で大笑い 15日㈬
加藤良江さん（みんなの認知症予防
ネット代表理事）
◆腸元気で超元気に 22日㈬　
椿豊子さん（千葉県ヤクルト販売㈱）
〈共通〉時間13時30分～15時30分　
7階研修室　 無料　 40人　 ・
ふれあいプラザ☎7165－2886※月
曜休館（休日の場合は翌火曜日）※専門
職対象県民研修はホームページをご覧
ください

12月

よみがえれ手賀沼

COD（化学的酸素要求量）･･･湖沼や海域の
水の汚濁の程度を示す指標で、数値が低いほ
ど水質が良いことを示しています。
☆我孫子市では、県・流域市とともに下水道
の整備や合併処理浄化槽の設置補助、排水路
の浄化施設などの運営管理などにより、手賀
沼への負荷の軽減を目指しています。
次回は3月1日号（予定）

手賀沼水質情報速報値（千葉県水質保全課提供）
測定地点 測定機関 COD環境基準
手賀沼中央 千葉県 5.0（㎎/L）以下

測定日 COD（㎎/L）
令和 3年 7月 6日 ５.5
令和 3年 7月 20日 ９.7
令和 3年 8月 4日 10
令和 3年 8月 19日 7.6
令和 3年 9月 16日 11
令和 3年 9月 27日 9.9

東京2020大会×我孫子市ミュージアム
～H

フ ヴ ァ ー ラ

vala S
ス ロ ベ ニ ア

lovenija ～
日時　12月11日㈯～23日㈭午前9時～午後5時
（最終日正午まで）
場所　市民プラザギャラリー
内容　スロベニア代表の事前合宿の写真、選手
から頂いた記念品、聖火リレートーチの展示な
ど。先着で記念品をプレゼント！
　秘書広報課・内線276

▲スロベニア代表柔道選手の事前
合宿の様子

クリーン手賀沼推進協議会
第36回手賀沼写真コンクール入選作品展

日時　①12月6日㈪～16日㈭午前9時～午後6
時（初日午後1時～、最終日午後1時まで）②12
月17日㈮～令和4年1月21日㈮午前9時～午後
5時（最終日午後1時まで）
場所　①アビシルベ②水の館1階手賀沼ステー
ション
　クリーン手賀沼推進協議会事務局（手賀沼
課）☎7185－1484

▲最優秀賞「薫風の頃」小池康治さん

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　10月末日現在
10 月の発生件数 17 件
今年の発生件数（1月～） 190 件
前年同期比 0 件

10月の死者数 0 人
今年の死者数（1月～） 0 人
前年同期比  －3人

10月の負傷者数 21 人
今年の負傷者数（1月～） 231 人
前年同期比 +11人

会員・仲間募集 やってみよう
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