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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

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　

ねこわんこ☎080－8723－9550

まち協情報

新木地区まちづくり協議会

◎新木ふれあいあわんとり 1月9

日㈰11時30分～14時※雨天実施　

新木小学校　 正月飾りたき上げ　

新木近隣センター☎7188－2010

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

1月15日㈯13時～15時30分（1人60

分）　 8人　 無料　 相談したい機

器　 ・ ・ 1月5日㈬～我孫子南近

隣センター☎7181－1011

我孫子北まちづくり協議会

◎新春お楽しみ会 1月22日㈯13時

30分～　 マジックで新年を祝う　

先着60人※13時～整理券配布　 無

料　 室内履き　 ・ 我孫子北近隣

センター並木本館☎7157－4517

人生100年時代の心の健康作りセミナー

1月27日㈭13時30分～15時30分　

けやきプラザ7階研修室　 コロナ

禍を健康に生きるために～健康生成論

とストレス対処の考え方　 戸ケ里泰

典さん（放送大学大学院文化科学研究

科教授）　 40人　 無料　 ・

ACOBAまほろば☎7181－9701

普通救命講習Ⅲ（e-ラーニング適応）

1月29日㈯9時～10時　 消防本部

大会議室　 小児・乳児への心肺蘇生

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

勤でe-ラーニングの受講証明書が確認

できる方　 先着12人　 無料　 ・

1月13日㈭9時～消防本部警防課☎

7181－7701

お知らせ

シルバー人材センター入会説明会

1月13日㈭10時～11時　 市民プ

ラザ　 市内在住の60歳以上で働く

意欲のある方　 先着15人　年会費

2,400円　 ・ シルバー人材セン

ター☎7188－2200

猫譲渡会&フリーマーケット

1月16日㈰11時～13時　 アビス

タ前広場（手賀沼公園側入り口）　 保

護猫の譲渡、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

猫譲渡会

1月16日㈰、2月6日㈰・20日㈰12

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 1月12日㈬・19日㈬9時～

16時（1人60分、月1回）　 市民活動

ステーション　 グループハマダ・ヤ

マダ　 各日6人（障害者、英語対応

可）　 無料　 開催日前日まで

◎移動子育て交流スペース「cafeネ

スト」 1月25日㈫10時～11時30

分　 近隣センターふさの風　 布佐

地区の情報交換をしながら、子どもや

自分のことを気軽に話しましょう　

未就園児と保護者※保護者単独可　

5組　 300円　 1月22日㈯まで

〈共通〉 ・ 電話・ファクス・Eメー

ルで住所、氏名、電話番号を明示。

市民活動ステーション☎ 7165－

4370 abikosks@themis.ocn.ne.jp

第29回福祉フェスティバル

1月22日㈯12時～16時　 けやき

プラザホール　 歌、尺八、ダンス、

ハーモニカ、和太鼓。福祉施設製品の

プレゼントあり。赤い羽根共同募金

（グッズ募金）ほか　 我孫子南地区社

会福祉協議会、軽喫茶ぽぽら　 300

円　 我孫子南地区社会福祉協議会☎

7185－5117

講演・講座・教室

第7回お元気まんてん教室
「認知症の理解と予防」

1月18日㈫10時～11時30分※Zo

om使用　 今川篤子さん（あびこ診療

所医師）　 無料　 ・ 天王台地区

高齢者なんでも相談室☎7182－4100

こもれびまち協・天王台地区社協
第65回シニアいきいき講座

◎健康体操編 1月23日㈰13時30

分～14時30分　 近隣センターこも

れび　 ミュージックフープ健康体

操＆ヘルスリズムス　 山口江美さん

（NPO鼓響理事長）　 先着40人　

無料　 ・ 1月19日㈬までに天王台

地区社会福祉協議会☎7183－9009

市史研 初級古文書講座

2月2日㈬・9日㈬・16日㈬9時30

分～11時30分　 けやきプラザ7階

研修室　 先着25人　 2,500円（会

員1,500円）※全3回分　 1月23日㈰

（必着）までに、往復はがきに郵便番

号、住所、氏名、電話番号を明記。〒

270－1151本町3の1の2市民活動ス

テーション内市史研究センター　 荒

井☎7182－2838

湖北地区公民館（コホミン）講座

◎季節をめぐる寄せ植え講座（春編）

2月17日㈭10時～12時　 大嶋陽

子さん　 20人（抽選）　 2,500円　

エプロン、筆記用具　 1月23日㈰

まで

◎講演会「医療の隙間を埋める、がん

哲学外来とは？」 2月11日㈷13時

～14時　 樋野興夫さん　 先着100

人　 無料　 飲み物

◎第2回がん哲学外来あびこカフェ

2月11日㈷14時30分～16時30

分　 がんに関する悩みや不安などを

語り合う※樋野興夫さんとの個人面談

あり　 先着30人※面談は先着3組　

無料　 飲み物　 1月5日㈬9時～

電話のみ

◎太巻きまつりずし 2月27日㈰

13時～15時　 川合美津子さん（元

学校栄養士）　 テーマ「オニ」　 20

人（抽選）　 800円　 エプロン、三

角巾、布巾2枚、まきす（大・小）、持

ち帰り用容器、筆記用具　 2月13日

㈰まで

〈共通〉 ・ ・ 湖北地区公民館☎

7188－4433※ホームページから申込

可

イベント

市内交通（人身）事故発生件数

我孫子警察署管内　11 月末日現在

11 月の発生件数 24 件
今年の発生件数（1 月～） 214 件
前年同期比 － 1 件

11 月の死者数 0 人
今年の死者数（1 月～） 0 人
前年同期比  －4 人

11 月の負傷者数 33 人
今年の負傷者数（1 月～） 264 人
前年同期比 +17 人

 市民プラザ
◆つまようじアート展 4日㈫まで
9時～18時　 我孫子東高等学校☎
7189－4051
◆山田きんしんと仲間たち展 14日
㈮～18日㈫9時30分～18時（初日12時
～、最終日17時まで）　 山田☎7184
－1230
◆第26回森林美術家連盟展 21
日㈮～26日㈬10時～17時（初日13
時～、最終日16時まで）　 成田☎
7184－8838
 図書館　　
 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
◆我孫子のいろいろ八景写真展　都
市計画課　 14日㈮～30日㈰

布佐分館ミニギャラリー
◆墨絵・書道・手編・木彫・水彩画作
品展　シルバー人材センター　 14日
㈮～2月24日㈭
 アビスタストリート
 開館時間：9時～21時　休館日：31日㈪ 
◆（陶板・絵画）河野秀雄個展 5日
㈬～18日㈫（初日12時～、最終日18時
まで）　 河野☎7184－7289
◆R

ラ ン

UN伴
と も

＋
プラス

あ びこ 2021・O
オ レ ン ジ

range
d

デ ー

ay ！ 19日㈬～30日㈰（初日10
時30分～、最終日15時まで）　 RUN
伴＋あびこ事務局☎7187－6777
 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
◆我孫子南地区社会福祉協議会と市

内福祉施設12カ所の紹介 18日㈫
～22日㈯9時～17時（初日13時～、最
終日16時まで）　 我孫子南地区社会
福祉協議会☎7185－5117
第2ギャラリー
◆香取さまのトラ展 12日㈬～23
日㈰10時～17時（最終日16時まで）　

秋元☎090－9371－1889
第1・2ギャラリー
◆大利根美術協会展 25日㈫～30
日㈰9時～19時（初日12時～、最終日
16時まで）　 新沢☎7182－7918
 アビシルベ　開館時間：9時～18時

　☎7100－0014
◆我孫子らーめん紀行展～第2弾～

11日㈫～20日㈭
◆アビストリーム「アビスト de Night☆」

LIVE放送 21日㈮18時～19時
けやきプラザ県民講座・講習(申込制）
◆心温まる遺言書の書き方 19日
㈬　 ホール　 谷口義則さん（生涯
医療ネットワーク代表）　 80人
◆排

は い

泄
せ つ

ケア商品の選び方・使い方
26日㈬　 7階研修室　 窪田由香さ
ん（花王㈱シニアマーケター）　 40
人

〈共通〉時間13時30分～15時30分
無 料　 ・ 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

1月

我孫子駅南口

観光案内地図をリニューアル！
　我孫子駅南口にある観

光案内地図をリニューア

ルしました。

　写真が多く、主要な観

光スポットが一目で分か

るようになっています。

落ち着きのあるデザイン

で、我孫子駅で降りた方

を温かく出迎えてくれる我孫子の顔として、観光PRに役立てていきます。

　商業観光課・内線506

mailto:abikosks@themis.ocn.ne.jp
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