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【令和4年度　有料自転車駐車場の使用申請受付は2月6日㈰まで】　現在使用中の方も申請が必要です。詳しくは広報あびこ1月16日号４面をご覧ください｡
　シルバー人材センター☎7193－8091（平日午前8時30分〜午後5時）

新成人
の

新成人
の

新成人
の

新型コロナウイルス感染症
まん延防止等重点措置　適用中
感染リスクが高い場所への外出などは

控えてください。
マスク着用、こまめな手洗い、換気、

3密の回避など
基本的な感染対策の徹底を！

　　
　新型コロナウイルス感染症の影響で2度の延期となりましたが、公開日が決定しました。
あらすじ　故郷の人々の暮らしを守るために戦い、捕虜になった戦士ヴァンは、共に謎の疫病から生き残った
孤児のユナと逃亡の旅を続ける。そして、その疫病が恐ろしいものだと気付いた医術師ホッサルと出会い、
過酷な運命に立ち向かっていく。

名誉市民の上
う え

橋
は し

 菜
な

穂
ほ

子
こ

さんが我孫子で紡いだ絆の物語が原作
映画『鹿

し か

の王
お う

 ユナと約束の旅』2月4日㈮全国公開！

『鹿の王  上  －生き残った者－』▶︎
『鹿の王  下  －還

か え

って行く者－』
 KADOKAWA

成人式は新型コロナウイルス感染症の対策をし、４部制で開催しました。掲載している写真については、撮影時のみマスクを外しています。
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シンプルなマークで記事の情報を伝えます。   …お知らせ 　 …イベント 　 …講演・講座・教室 　 …募集

パブリックコメント　　　　　　　　　　ご意見をお聞かせください

我孫子市公共施設等総合管理計画（案）
趣旨　より詳細な将来費用の推計など、計画内容の充実を図り、現実的
で持続可能なまちづくりに寄与する計画に改めるもの
公表期間　3月2日㈬まで
閲覧場所　企画課（市役所本庁舎2階）、行政情報資料室（市役所本庁舎1
階）、各行政サービスセンター、アビスタ、湖北地区公民館、市民プラ
ザ、各図書館分館、各近隣センター、市ホームページ
意見の提出方法　意見書（各閲覧場所、市ホームページに用意）に記入の
上、公表期間中に①企画課へ郵送・ファクス・持参②閲覧場所の窓口に
提出または備え付けの意見書投

と う

函
か ん

箱に投函※ちば電子申請サービスから
も可
提出先・ 　〒270－1192市役所企画課（住所省略可）☎7185－1426 

7183－0066

検温で37.5度以上の方やマスクの着用がない方は入場できません
税の申告会場のお知らせ

◎柏税務署の申告書作成会場（所得税・復興特別所得税、贈与税、個
人消費税）
期間　3月15日㈫まで午前9時〜（受付午前8時30分〜午後4時）※土・日曜日、
祝日を除く。ただし、2月20日㈰・27日㈰は開場（確定申告の相談・申告書の
受付のみ）※入場には入場整理券が必要（当日配布またはLINEによる事前発行。
提出のみの方は不要）※柏税務署の駐車場は4月中旬まで使用不可
◎市の申告会場
　アビイホールは新型コロナワクチン接種の会場として使用するため、例年よ
り開設期間が短くなっています。

内容　①市・県民税の申告受付②作成済み確定申告書の預かり※提出用ポスト
へ投

と う

函
か ん

（柏税務署へ回送）③簡単な確定申告書の作成相談（年金収入がある方・
障害者手帳をお持ちの方のみ）
※①・③の方は受付番号配布後、指定の時間帯に再度ご来場いただきます。
※作成済みの確定申告書は、2月16日㈬〜3月15日㈫まで市役所課税課窓口に
設置のポストに提出可。申告書控えの収受印が必要な方は職員まで。
※市役所・各行政サービスセンター・市の申告会場では確定申告書を配布しま
せん。

　確定申告…柏税務署☎7146－2321、市・県民税の申告…課税課（市役所
本庁舎1階）・内線401

日にち 場所 受付時間 定員
2月16日㈬・
17日㈭ 湖北地区公民館 9時〜11時30分、

13時〜15時
※内容②は16時まで

各日120人
2月18日㈮ 布佐南近隣センター

※車での来場はお控えください。
2月21日㈪〜3
月4日㈮※土・
日曜日、祝日
を除く

アビイホール（イトーヨーカドー
我孫子南口店3階）
※駐車場有料

9時〜11時30分、
13時〜16時
※内容②は17時まで

各日140人

違反広告物除去ボランティア　募集
任期　4月1日〜令和6年3月31日
内容　法令に違反して道路上に掲出されている立て看板、貼り紙、貼り札など
の除去※登録後に講習会あり
対象　◎サポーター…市内在住・在学・在勤で18歳以上の方　◎サポート団
体…活動の中心が市内で、市内在住・在学・在勤の18歳以上の方で構成され
る団体（2人以上）※年齢は4月1日時点

・ 　2月16日㈬（必着）までに登録申請書（都市計画課・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）、必要書類を郵送・持参・
Eメール。〒270－1192市役所都市計画課景観推進室（東別館1階、住所省略
可）・内線574 keikan@city.abiko.chiba.jp

資格不要
図書館市民スタッフ　募集

任期　4月1日〜令和5年3月31日※最大4回まで更新可
内容　◎対面朗読…文字を読むのが困難な方への朗読サービスなど　◎読書普
及…おはなし会（布佐分館・移動図書館・大人向け）、離乳食教室での図書館案
内、市内学校図書館の環境整備など
対象　市内在住・在学・在勤で18歳以上の方※高校生不可
定員　若干名
報酬　1日1,000円、半日500円　選考　面接

・ 　2月15日㈫までに、申込用紙（図書館各館で配布。図書館ホームペ
ージからダウンロード可）を持参（郵送不可）。図書館アビスタ本館☎7184－
1110（休館日を除く午前9時30分〜午後5時）

予約　①前日までに市民課☎7185－4326（平日午前9時〜午後
5時）②3開庁日前までにインターネット予約サイト（QRコード参
照）※②は交付通知書（はがき）上部に「インターネットまたは電話で予約可」と
記載されている方のみ
日時　右表参照　
場所　市民課（市役所本庁舎1階）
内容　マイナンバーカードの申請

（予約不要）・交付（要予約）、電子
証明書の更新（予約不要）
申請時の持ち物　通知カード（申請時に回収）、住民基本台帳カード（お持ちの
方）、本人確認書類2点※有効期限内で記載事項が最新のもの
◎本人確認書類　運転免許証・運転経歴証明書（平成24年4月1日以降に交付し
たもの）・旅券・障害者手帳・在留カード・特別永住者証明書・健康保険証・介
護保険証・年金手帳・学生証・子ども医療費助成受給券・預金通帳など
※15歳未満の方が申請する場合、必要書類が異なります。また、本人と法定
代理人の来庁が必要です。
※代理人によるマイナンバーカードの受け取りは、本人が来庁困難なことを証
する書類（診断書、障害者手帳など）が必要です。

　市民課・内線693

カード交付は要予約、定員になり次第締め切り
マイナンバー業務の休日開庁

開庁日時 予約開始日時
2月19日㈯9時〜15時 2月2日㈬9時〜
2月27日㈰9時〜15時 2月9日㈬9時〜

3月13日㈰9時〜15時 2月22日㈫9時〜
※②は23日㈷9時〜

3月26日㈯9時〜15時 3月9日㈬9時〜

　市では、㈱カスミと協力し、商業施設から離れた地域や高齢化率の高い地域
など、買い物に困っている方のために移動スーパーの巡回を行っています。
　8月から巡回していた運行ルートを見直し、一部変更しました。新しい運行
ルートは下表のとおりです。

　フードスクエアカスミ我孫子寿店☎7179－6511、高齢者支援課・内線
396

移動スーパー運行ルート　一部変更

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
布佐・新木地区
高齢者なんでも

相談室
10時25分

栄団地
10時10分

諏訪神社
10時20分

ふさ復興会館
10時25分

シルバーホーム
サンライズヒルズ

10時10分

浅間前自治会
集会所

10時50分
東陽寺

10時40分
日秀団地
10時40分

ご隠居長屋　
和楽久布佐
10時50分

ソレイユ倶楽部
布佐

10時55分

布佐平和台
自治会館
11時15分

根戸近隣
センター

11時
根古屋団地
11時5分

古戸会館
11時30分

老人福祉セン
ターつつじ荘

11時35分

日秀西公園
11時40分

特別養護老人
ホームつくし野荘

11時30分

めいとケアス
テーションこほく

11時25分

一粒の麦
（都部83の1）

11時55分

中峠駐車場ソー
ラーパネル裏

（中峠3064付近）
14時

あらき園
12時5分

パシフィック我
孫子グリーンタ

ウン
12時5分

法岩院
11時50分

デイサービス創
12時20分

つばめ保育園
14時20分

みどり園
14時30分

アビーサあらき野
14時30分

湖北台4号公園
14時10分

江蔵地自治会館
14時40分

特別養護老人
ホーム和楽園
14時40分

新木団地自治会
青年館
15時

ふらりえ新木野
14時55分

ツクイ
あびこ湖北台

14時35分

新木団地自治会
青年館
15時

柴崎橋付近空き地
（柴崎115付近）

15時25分

特別養護老人
ホーム久遠苑

15時25分

ハーベスト
ガーデン
15時20分

特別養護老人
ホームアクイール

15時

特別養護老人
ホーム久遠苑

15時25分

湖北台ケアガー
デンワカバ
15時25分

　　　…新たに追加した場所、　　　…時間を変更した場所

mailto:keikan@city.abiko.chiba.jp
https://gyoseireserve.azurewebsites.net/abiko/reservetop


〈ご利用ください〉▶防災行政無線放送テレホン案内（放送内容の確認）☎0120－031676　次の放送がされた場合は、情報が入れ替わります。
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希望団体は要申請
令和4年度小・中学校施設開放　年間利用申請

開放期間　4月1日㈮〜令和5年3月31日㈮
利用時間 下表参照※学校行事がある場合利用不可

※我孫子第四小学校は駐車不可
対象　代表者が18歳以上で、市内在住・在学・在勤の方で構成された団体

　2月13日㈰までに、ちば電子申請サービス（QRコード参照）で
団体名簿（指定様式。市ホームページからダウンロード可）、団体
規則、年間事業計画書・収支予算書を提出

　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1604

施設名 日時 費用

小
学
校

校庭 土・日曜日、祝日9時〜17時 無料

体育館
平日17時〜21時（我孫子第二・第四小学校…17時
30分〜21時）、土・日曜日9時〜21時、祝日9時〜
17時

半 面・ 全 面 とも
に1時間100円

中
学
校

体育館 平日、土・日曜日19時〜21時

武道場

久寺家・我孫子・湖北・湖北台中学校…平日、土・
日曜日19時〜21時
白山中学校…平日19時〜21時、土・日曜日、祝日
13時〜21時

無料

地域住民の健康増進と交流を図る
総合型地域スポーツクラブ

　市内では6クラブが、年齢や技能に関係なく健康維持・交流し
ながら楽しく活動しています。活動日時や年会費など、詳しくは
市ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。

クラブ名 場所
（感染症対策で随時変更） 内容 代表者・

あびこ 根 戸
エンジ ョ イ
クラブ

根戸小学校体育館、中
央学院大学サッカー場、
つくし野4号・5号公園、
つくし野多目的運動広
場など

太極拳、健康体操、グ
ラ ウ ン ド ゴ ル フ、 ペ
タンク、ショートテニ
ス、卓球など

坂本　冨彦
☎090－6349
－5866

あびこ 三 小
健康クラブ

我孫子第三小学校体育
館・校庭、川村学園女
子大学グラウンド、柴
崎台中央公園、五本松
運動広場、近隣センタ
ーこもれび

グラウンドゴルフ、ペ
タンク、ショートテニ
ス、ターゲットバード
ゴルフ、太極拳、ポー
ルウオーキング

伊藤　祐美子
☎090－9318
－4736

四小元気会

我孫子第四小学校体育
館、けやきプラザ、根
戸古墳公園、つつじ荘
グラウンド

太極拳、軽スポーツ、
ショートテニス、グラ
ウンドゴルフ、ペタン
ク、モルック、健康体
操、スポーツ吹き矢

伴　一雄
☎7186－0435

布佐健康
クラブ

布佐南小学校体育館・
校庭

簡単ヨガ、健康体操、
ショートテニス、グラ
ウンドゴルフ、ボッチ
ャ、バドミントン、卓
球

川端　一雄
☎7189－4975

あびこ 湖 北
悠
ゆ う

遊
ゆ う

クラブ

湖北小学校体育館、湖
北特別支援学校グラウ
ンド

健康体操、ショートテ
ニス、室内ペタンク、
グラウンドゴルフなど

嶋津　栄子
☎7187－0970

湖北はつらつ
クラブ 湖北台西小学校体育館

健康体操、自
じ

彊
きょう

術
じゅつ

、シ
ョートテニス、卓球、
グラウンドゴルフ、ペ
タンクなど

高橋　寿江
☎7188－9089

令和4年度我孫子市民文化講座生　募集
期間　4月〜12月
時間　①午前9時30分〜11時30分②午後0時30分〜2時30分③午後3時30分
〜5時30分
対象　市内在住・在勤で連続して受講可能な18歳以上の方（抽選）※子ども連
れ不可
費用　月額2,000円※講座により別途テキスト・材料代などあり

　3月10日㈭（必着）までに往復はがき・市民文化講座ホームページ（QRコー
ド参照）で郵便番号、住所、氏

ふ り

名
が な

、年齢、電話番号、講座名、受講場所、受講
日、講師名を明記。〒270－1111古戸250の9柴田保子
※複数講座申し込み可。応募者5人未満の講座は開講しない場合あ
り
場所 講座名 団体 受講日 時間 内容 定員 講師・

ア
ビ
ス
タ

日本舞踊
成瀬流

我孫子日本
舞踊協会 第2・4㈮ ② 基礎を学ぶ、

着付けを覚える
10
人

成瀬　香映
☎7139－7286

謡曲
観世流

我孫子市謡
曲連合会 第1・3㈫ ① 初心者、初級

者に指導
10
人

千原　一道
☎7183－3157

書道
（かな）

我孫子市書
道連盟 第1・3㈬ ① かなの初歩から

（漢字も少々）
20
人

落合　芳庵
☎7139－8387

水彩画 我孫子市美
術家協会 第1・3㈬ ①

楽しく美しい
水彩画で趣味
を増やそう

15
人

石井　良道
☎7184－8159

囲碁 我孫子市囲
碁連盟 第1・3㈭ ① 囲碁の初歩から 20

人
安藤　龍男
☎7184－7393

フラ
ダンス

我孫子市
ALOHA協
会

第2・4㈬ ② フラダンスの
初歩から

20
人

荻原　静江
☎7184－7371

大人の
モダン
バレエ

我孫子市芸
術舞踊協会 第2・4㈫ ② 体をほぐして

楽しく踊る
15
人

泉　芳子
☎7187－3292

湖
北
地
区
公
民
館（
コ
ホ
ミ
ン
）

茶道
（裏千家）

我孫子市茶
道連盟 第1・3㈭ ① 基本所作から

薄茶点前まで
10
人

中野　宗信
☎7188－0681

いけばな
草月流

我孫子華道
連盟 第1・3㈮ ③

花の名前を覚
える、 伝 統 文
化にふれる

15
人

太田　篁里
☎090－9137－7855

きもの
着付け

我孫子きも
の教育協会 第1・3㈯ ①

普段着・礼装、
太 鼓・二重 太
鼓・半巾帯

10
人

鈴木　徳枝
☎7188－2806

粘土工芸 我孫子市手
工芸連盟 第1・3㈮ ②

色粘土を混ぜ
て 花 を 制 作・
アレンジ

10
人

関　眞由美
☎7182－4403

書道
（漢字）

我孫子市書
道連盟 第1・3㈬ ① 漢字の初歩から 20

人
竹内　水香
☎7139－3456

水墨画 我孫子市美
術家協会 第2・4㈫ ① 水墨画の初歩

から
15
人

小宮山　利子
☎7106－1379

短歌 我孫子市短
歌連盟 第1・3㈪ ②

作品の作り方
から鑑賞の仕
方まで

15
人

豊島　秀範
☎090－7259－2685

俳句 我孫子市俳
句連盟 第2・4㈫ ② 句会を中心に

添削指導
20
人

横山　邦彦
☎090－1547－9490

ビジネスには「人脈」と「情報」が必要です
ビジネス交流会

　ビジネスチャンスとネットワークを広げましょう！
日時　3月5日㈯午後1時30分〜3時40分
場所　我孫子南近隣センター
内容　参加者全員のPRスピーチ、交流会、市の
支援策について
対象　事業経営者、起業予定者、人脈を広げた
い方※市外在住者も可
定員　先着20人（同業者が多い場合は抽選）
費用　無料　持ち物　名刺

・ 3月3日㈭までに申込書（市ホームページ〈QRコード参照〉
からダウンロード可）をファクス・Eメール。企業立地推進課☎
7185－2214 7185－2215 sougyou@city.abiko.chiba.jp

若きアーティストたちのコンサート
トロイメルコンサート

日時　3月6日㈰午後2時〜（1時30分開場）　
場所　湖北地区公民館
出演　アンサンブル・ルミエール（ゲスト）、フルート・リ
ーリエ、Horio、Kawajo Brass Band、つくし野麒麟太鼓
定員　先着125人　費用　無料

・ 2月8日㈫〜教育委員会文化・スポーツ課☎7185
－1601

mailto:sougyou@city.abiko.chiba.jp
https://siminbunkakoza.com/
https://www.city.abiko.chiba.jp/event/taiikukan_sport/org/sougougata.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/jigyousha/sougyosha/buisinesskoryukai.html
https://s-kantan.jp/city-abiko-chiba-u/offer/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=6827&accessFrom=
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 【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。
発行部数　45,000部　規格　1枠：縦11.5㎝ ×横8㎝　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。

さまざまな鳥の渡り～鳥の渡り
研究の発展とよもやま話～

企画展「日本の鳥～収蔵標本公開～」

　鳥類の渡りの研究の発展は目覚ましいもの
があり、近年の知見に基づく国内の出版物も
相次いでいます。鳥類標識調査をはじめ、発
信機やロガーといった追跡機器による研究成
果も蓄積され、手軽に最新研究を知ることが
できます。講師の森本さんが関わった最近の
出版物や、鳥の渡りについて紹介します。
日時　2月19日㈯午後1時30分～2時15分
講師　森本元さん（山階鳥類研究所研究員）
費用　無料
視聴方法　鳥の博物館ホームページ（QRコード参照）に記載
のリンクから動画で配信

　鳥の博物館では、開館以来、日本産
鳥類全種の剝製標本の収集を目標に資
料収集を進めています。現在、日本産
鳥類633種の約6割に当たる385種の
標本を収蔵しています。これらの収蔵
標本を公開し、多様な日本の鳥を紹介
します。
期間　2月5日㈯～6月26日㈰午前9時
30分～午後4時30分※月曜休館（休日の場合は翌平日）
場所　鳥の博物館2階企画展示室
入館料　300円（高校・大学生200円、中学生以下・70歳以上無料）

▲一度に11,000㎞
以上を飛ぶオオソ
リハシシギ

▲カモ目
もく

の標本展示

オンラインで開催テーマトーク

チラシなどの廃棄物を再利用！
紙飛行機工作と飛行大会

　「スーと飛ぶ飛行機」「ふわふわ飛行機」「曲
技飛行機」などを作って飛ばします。
日時　2月19日㈯午後1時30分～3時30分
（受付15分前～）
場所　水の館3階研修室
定員　先着20人※小学生以下は保護者同伴
費用　50円（保険料）
持ち物　はさみ、定規
・ 2月2日㈬～17日㈭に手賀沼課☎7185－1484

手賀沼の水環境保全に関する
ポスターコンクール　
入賞作品展示
　手賀沼水環境保全協議会では、手賀沼の
水環境保全啓発のため、小・中学生を対象
にポスターコンクールを実施しています。　
　今年度は860点の応募があ
り、最優秀賞3点、優秀賞9点
が選ばれました。詳しくは手賀
沼水環境保全協議会ホームペー
ジ（QRコード参照）を
ご覧ください。
期間　2月4日㈮～9
日㈬午前9時～午後6
時（初日午後3時～、
最終日午後3時まで）
場所　アビシルベ
手賀沼課☎7185

－1484

広告

NECグリーンロケッツ東葛
ホストタウンDay

　市とNECグリーンロケッツ東葛は、ラグビーを通じて
地域振興・地域貢献に取り組み、健康増進と豊かな社会
生活を実現するために協定を締結しています。
　今年はホストタウンDayを初開催します。新マスコッ
トキャラクターのキャプテン・スティームやチアチー
ム「S

ス パ ー ク ル ズ

PARKLES」がホストゲームを盛り上げます。東葛エリアのラグビースクー
ル交流戦、豊富な飲食店・自治体PRブースも設置されるので、試合前から盛り
上がりましょう！詳しくは市ホームページをご覧ください。
日時　2月20日㈰午後0時30分開場　場所　柏の葉公園総合競技場
◎ホストゲーム　NECグリーンロケッツ東葛vs東京サンゴリアス
時間　午後2時30分キックオフ
料金・ 　チーム公式サイト https://green.necrockets.net/match/ticket/
◎市内小・中学生を無料で招待！
対象　市内在住の小・中学生※招待席はWING AREA SOUTH（自由席）です。
※保護者・高校生以上の同伴者は、一般チケットを購入の上、ご
来場ください。　定員　300人（抽選）
　2月10日㈭午後1時までに専用フォーム（QRコード参照）

〈共通〉　 　市民活動支援課☎7185－1467

▲キャプテン・スティーム

　30年以上農薬や化学肥料を使用していない畑
で、おいしい野菜を作ってみませんか。初心者歓
迎、見学も随時できます。
期間　3月1日～令和5年2月28日※期間後継続利
用可。種子の共同購入、小分け利用可
場所　北新田1552　費用　1区画月額1,250円
施設　1区画30㎡（約10坪）※多目的ハウス、堆
肥場、井戸、トイレ、駐車場、農具は全て完備
・ 玉根☎7182－9100、中村 ko1nakamura+mu@gmail.com

体験農園「むそう塾」利用者　募集

期間　3月～12月の土曜日午前8時30分～正午※月3回程度
場所　根戸城

じょう

址
し

（根戸1349）周辺※北柏駅から徒歩約15分、駐車場あり
定員　先着30人
費用　年9,000円※次年度以降6,000円
◎事前説明会
日時　3月5日㈯午前9時～11時　場所　根戸城址
・ 2月28日㈪までにNPO法人手賀沼トラスト・富
沢☎090－2234－5610 info@teganuma-trust.jp

家庭菜園入門講座
里山農教室受講者　募集

広告掲載枠
規格　縦11.5㎝ ×横8㎝ 
掲載料　1枠2万円（最大3枠まで）
・ 秘書広報課広報室☎7185－1269

会社やお店のPRにご活用ください
広告掲載枠

規格　縦11.5㎝ ×横8㎝ 
掲載料　1枠2万円（最大3枠まで）
・ 秘書広報課広報室☎7185－1269

会社やお店のPRにご活用ください

https://green.necrockets.net/match/ticket/
mailto:ko1nakamura+mu@gmail.com
mailto:info@teganuma-trust.jp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7-fe12kKFz7cc1u2NSvaIOhyctc-PnojmPwDhosuLcTGEJg/viewform
http://www.tesuikyo.jp/?page_id=4901
https://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
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●こども急病電話相談：☎♯8000または☎043－242－9939（毎日19時〜翌朝6時。看護師による電話相談）●救急安心電話相談：☎♯7009または☎03－6735－8305（平日・
土曜日18時〜23時、日曜日・祝日・年末年始9時〜23時。看護師による電話相談）●休日に病気・歯痛になったら：○診療科目…歯科（午前）、内科、小児科○受付時間…9時〜
11時30分、13時〜16時30分 休日診療所（湖北台1の12の17）☎7187－7020（診療時間内）※休日…日曜日・祝日・年末年始

荒
あ ら

井
い

真
ま

那
な

ちゃん
（我孫子・1歳 2カ月）

苺大好き！笑顔で家族を喜ば
せてくれるね。将来は何になる
のかな？しゃべるのが楽しみ♪

岩
い わ

渕
ぶ ち

航
こ う

大
た

ちゃん
（我孫子・1歳 4カ月）

兄と動物と絵本が大好き！ラ
イオン、コアラ、ゴリラ、な
んでもモノマネできるよ！

月 〈対象〉 市内在住の
乳幼児と保護者、
妊娠中の方

あびこで
子育て

2
無料

子育て情報は、メール配信をしています。詳しくは子育て支援センター☎7185－1915へ

保育園・幼稚園などの地域子育て支援
マイ保育園ひろば　保育園の行事に参加したり、子育ての悩みや不安を相
談しよう！※各園に要登録（随時）

節分 3日㈭10時〜11時　寿保育園、つくし野保育園
園庭開放　園庭で一緒にいろいろな経験をしよう！※雨天中止

保育課・内線459（平日午前8時30分〜午後5時）

子育て支援センターの地域子育て支援
①にこにこ広場（アビイクオーレ2階）☎7185－8882（㈪〜㈯）
②すまいる広場（湖北台保育園内）☎7185－2196（㈪〜㈮）、7188－5531（㈯のみ）
③かわむらんど（川村学園女子大学付属保育園内）☎7183－5995（㈪〜㈮）

①

家族であそぼう 12日㈯10時30分〜11時30分「みんなで一緒に遊ぼう！」
※要申込（先着10組）

ふたごちゃん・
みつごちゃんの会

16日㈬10時30分〜11時30分「ふたご以上の乳幼児・
保護者・妊娠中の方の交流会」※要申込

パパとあそぼう 26日㈯10時30分〜11時30分「新聞紙遊び」
※要申込（先着10組）

②すまいる
パパタイム 5・19日㈯11時〜12時「雪遊びごっこ」

③

ふたごちゃん・
みつごちゃんタイム

毎週火曜日10時〜11時「ふたご以上の乳幼児・保護者・
妊娠中の方の交流会」

おひさまタイム 毎週金曜日10時〜11時「乳幼児と成長や発達でお困り
の保護者の交流会」

項目 日程 対象・内容など
しあわせ
ママパパ学級

5・12・
19日㈯

妊娠20週以降の妊婦
とその夫、ご家族の方

育児相談
（乳幼児の育児） 15日㈫ 保健センター

4カ月児相談 1・8日
㈫ 令和3年9月生まれ

1歳6カ月児健康診査 17日㈭ 令和2年7月10日〜
8月4日生まれ

2歳8カ月児歯科健診 24日㈭ 令和元年6月生まれ

3歳児健康診査 3・10日
㈭

平成30年6月25日〜
8月8日生まれ

5歳児歯科健診 24日㈭ 平成29年1月19日〜
2月26日生まれ

離乳食教室
（4～6カ月児向け） 25日㈮ 乳児の保護者、

先着30人
後期離乳食教室

（8～9カ月児向け） 16日㈬ 令和3年5月生まれ、
先着20人

食事・栄養相談 随時 全年齢対象・電話相談可

◎乳幼児の各種健診・相談・教室
　健康づくり支援課（保健センター）☎7185－1126

は予約制です。

　 各種健診各種健診とと健康教室健康教室22月月

開催日 場所
18日㈮ 天王台西公園

◎遊具うんどう教室
時間　午前10時〜11時※雨天中止

高齢者支援課☎7185－1112

◎心の健康に関する教室　
場所 保健センター3階

　障害福祉支援課・内線421
教室名 日時

アルコール教室 4日㈮
14時30分〜16時

心の健康クラブ 21日㈪
14時〜16時

問い合わせ先を
ご確認ください。

母子健康手帳を確認しましょう
予防接種はお忘れなく

　予診票がお手元にない方はご連絡ください。
◎小学校入学前に接種：麻しん風しん混合（MR）2期
　年長児クラス相当（平成27年4月2日〜28年4月1日生まれ）の方は、3月31
日㈭まで無料です。ジフテリア百日せき破傷風ポリオ混合（DPT－IPV）、日本
脳炎の接種は、法定接種期間（7歳6カ月未満まで）に接種を受けましょう。
※不足していた日本脳炎ワクチンの供給が再開しました。現在も出荷量の調整
が行われていますが、4月以降は予約しやすくなる予定です。
◎中学校入学前に接種：ジフテリア破傷風混合（DT）2期
　DT2期は、乳幼児期に接種したジフテリア百日せき破傷風混合（DPT）の追
加接種を受けることで、ジフテリア破傷風の免疫を確保するものです。11歳
以上13歳未満の方は無料です（小学6年生時に個別通知済み）。

　健康づくり支援課（保健センター）☎7185－1126

薬物乱用は重大な犯罪です！
2月は「千葉県薬物乱用防止広報強化月間」

　麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどの薬物の乱用が大きな社会問題とな
っています。特に大麻は検挙数が増加し続けており、10代・20代の乱用は深
刻な問題です。幻覚、記憶障害、学習能力低下を引き起こす有害な違法薬物で
あるにも関わらず、インターネットやSNSなどで「大麻は無害」という誤情報
が広がっているため注意してください。一度使えば周りの人も不幸にします。
危険性を正しく理解し、薬物乱用を許さない社会を目指しましょう。
相談窓口 千葉県薬務課☎043－223－2620、千葉県精神保健福祉センター
☎043－263－3892、千葉県警察少年センター ヤング・テレホン☎0120－
783－497

№ 440№ 440

　熱が出ると、すぐに解熱剤を服用する人は少なくありません。「そうす
るもの」だと思っている人や、「熱は恐ろしい」と思い込んでいる人もい
ます。しかし、熱そのものは恐ろしいものではありません。体内のタン
パク質に悪い影響を与える43度以上の高熱が続かない限り、命に関わ
ることはまずありません。熱が出るのは体のどこかで炎症が起きている
からで、その炎症に対処するための体の仕組みが働くきっかけにもなり
ます。そのため、風邪をひいた時にすぐ風邪薬を飲むのは間違いです。
熱の出方で原因となる病気を絞り込むことに役立ちます。熱の高さで病
気の重症度を判定する場合もあり、体温の変化で治療効果を推測するこ
ともできます。本来、熱を下げる必要はありません。むしろ、熱が出て
も2・3日は様子を見て、発熱が続く場合は、解熱剤を服用するより医
療機関に相談するべきです。ただし、高熱でつらい時は我慢せず解熱剤
を服用してください。熱は体の大切な生体反応だということを知った上　             　

　　　　　　　 で対処しましょう。　　　 船戸内科医院　瀬畠　克之
    　　 健康づくり支援課☎7185－1126

発熱時の対応

対象　県内在住の13歳以上（4月1日時点）で身体障害者手帳・療育手帳・精神
障害者保健福祉手帳をお持ちの方※障害ごとに参加可能な種目が異なります。

・ 2月7日㈪までに障害者福祉センター☎7185－1124 7188－0242

令和4年度千葉県障害者スポーツ大会出場者　募集
日にち 種目 障害別※ 場所

5月22日㈰ 陸上 身・知・内 千葉県総合スポーツセンター陸
上競技場

5月28日㈯ アーチェリー 身・内 船橋アーチェリーレンジ

5月29日㈰ 水泳 身・知 千葉県国際総合水泳場

6月4日㈯ サウンドテーブルテニス 身（視） 千葉県障害者スポーツ・レクリ
エーションセンター

6月5日㈰
卓球 身・知・精 千葉公園スポーツ施設体育館

ボウリング 知 V
ベ ガ

EGAアサヒボウリングセンター

※障害別：身…身体障害者、知…知的障害者、内…内部障害者、精…精神障害者、
（視）…視覚障害者

https://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/index.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/index.html
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●休日・夜間に病気になったら：○消防署（☎7184－0119）に電話をしてください。休日・夜間救急病院、小児救急病院をご案内します。案内された病院に行く場合は、症状
やけがの状態を病院に直接電話してから受診してください。※JAとりで総合医療センターにおける23時から翌朝8時30分までの小児救急は基本的に重症患者に限定されます。
※緊急の場合は迷わず「☎119」へ電話をしてください。※休日や深夜などの診察料は、割高になります。休日は日曜日、祝日、年末年始

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

任期必要に応じて学期ごと　勤務日時
授業日に3時間〜3時間30分（週3・4
日）　勤務場所市内小学校　 学校内
外の巡回、登下校時の見守りなど　
時給960円　 書類、面接　 ・ 教
育委員会学校教育課☎7185－1267

公立保育園　会計年度任用職員
①看護師（医療的ケア） 勤務日時平日
8時30分〜17時のうち7時間30分　
園児の医療的ケア、健康管理　 1人　

時給1,550円（予定）
②保育士（フルタイム） 勤務日時平日
6時45分〜19時15分のうち7時間45
分（シフト制、土曜勤務あり）　 3人　

月額196,771円
③保育士（パートタイム）　勤務日時平
日8時30分〜16時30分のうち7時間
15分（シフト制、土曜勤務あり）　 3
人　 時給1,210円
④給食調理員　勤務日時平日8時30分
〜16時30分　 給食調理全般　 若
干名　 時給1,030円
⑤給食調理補助員　勤務日時平日8時
30分〜16時のうち4時間（月12日、シ
フト制）　 給食の下処理や盛り付け
など　 若干名　 時給960円

〈共通〉任期4月1日〜令和5年3月31日
※再任あり　勤務場所寿・湖北台・つ
くし野保育園のいずれか　 ①医療ケ
ア（導尿など）が可能な看護師②③保
育士、幼稚園・小学校・養護教諭、保
健師、看護師、准看護師のいずれかの
有資格者または子育て支援員研修修了
者（地域保育コース）　 書類、面接　

・ 登録申込書（市ホームページか
らダウンロード可）、資格証の写し（①
〜③のみ）を郵送・持参。〒270－
1192市役所総務課（住所省略可）・内
線232　 保育課・内線464

お知らせ
猫譲渡会

2月13日㈰・27日㈰、3月13日㈰・
27日㈰12時〜15時※雨天中止　 市

地区高齢者なんでも相談室☎7182－
4100

講演・講座・教室
市民のチカラまつり企画部門講演会
   「各地の将門伝説・伝承を探る」　
2月11日㈷13時30分〜17時　 市

民プラザ　 「将門記について」「地元
に残る将門伝説・伝承」　 山路直充
さん（市立市川考古博物館）　 100
人　 無料　 ・ 我孫子の文化を守
る会・美崎☎080－3410－4426
地域で子どもをどのように支援していけるのか
～子どもの人権をめぐる地域活動を模索して～
2月26日㈯14時〜16時30分　 ア

ミュゼ柏　 岩城正光さん　 150
人　 無料　 ・ 電話・ファクス
・Eメールで氏名・電話番号を明示。
CAPなのはな ☎ 070 － 6513 － 70
87 7167－8957 cap_nanohana
-entry@yahoo.co.jp

募集
我孫子特別支援学校　給食調理員

任期3月31日まで※更新あり　勤務
日時平日7時30分〜16時15分のう
ち6時間（週29時間）　 1人　 月額
177,600円　勤務場所・ ・ 我孫
子特別支援学校☎7187－0831
保健師（産休代替、会計年度任用職員）
任期4月1日〜令和5年3月31日※再
任あり　勤務日時平日8時45分〜
17時（月21日、勤務時間・日数応相
談）　 高齢者相談、訪問、健康教育
など　 保健師の有資格者で自動車
運転・パソコン操作ができる方　 1
人　 時給1,580円（予定）　 書類、
面接　勤務場所・ ・ 2月16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）、資格証の
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
416
学校安全管理員（会計年度任用職員）

市長杯争奪囲碁大会
2月13日㈰12時15分〜　 市民プ

ラザ　 段級位別リーグ戦　 56人
（抽選）　 500円（小・中学生無料）　

・ 2月5日㈯（必着）までに往復は
がきに住所、氏名、電話番号、段級
位、所属クラブ（ある場合）を明記。
〒270－1132湖北台2の21の4川村
治☎090－2648－7519
認知症の方の家族のつどい「あびこ」
2月9日㈬13時30分〜14時30分　
けやきプラザ7階研修室　 介護方

法や悩みなどの情報交換　 認知症の
方の家族・介護経験者　 10人　
無料　 ・ 2月8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 2月9日㈬・16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
◎シニアがZoomに親しむためのカフ
ェ 2月17日㈭10時〜11時30分※
Zoom使用　 GoogleMapで旅行を
楽しむ　 小酒修さん（我孫子南まち
づくり協議会）　 15人　 無料
◎移動子育て交流スペース「cafeネス
ト」 2月22日㈫10時〜11時30分　

湖北地区公民館　 湖北地区の情
報交換をしながら、自分や子どもの
ことを安心して話せます　 未就園児
と保護者※保護者のみ可　 5組　
300円　 2月20日㈰まで

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

ocn.ne.jp
第87回にっぽんの心を歌う会

歌と踊り新春大会　
2月13日㈰10時30分〜　 けやき

プラザホール　 最近の話題曲から
懐メロまで　 会員、協力団体　 無
料　 阿部☎090－8081－7827

2022地域お楽しみ会
2月20日㈰13時〜17時　 湖北地

区公民館　 チャリティー寄席、地域
住民発表会　 桂枝太郎さん（落語）、
鏡味味千代さん（太

だ い

神
か ぐ ら

楽）、地域のサー
クルほか　 先着100人　 無料　

湖北地区社会福祉協議会☎7187－
2551
我孫子吹奏楽団　第32回定期演奏会
2月20日㈰14時〜　 けやきプラ

ザホール　 G.ビゼー「カルメン組
曲」ほか　 今川英悟さん（指揮）　

無料　 ・ 中村☎080－3472－
8420
新木地区まち協・湖北地区社協共催

らくらく健康体操 
2月23日㈷10時〜11時30分　 バ

ランスボールを使って健康体操　 高
橋真弓さん（ベジガールズ）　 先着
20人　 無料　 動きやすい服装、
室内履き、飲み物　 ・ ・ 2月5
日㈯〜新木近隣センター☎7188－
2010

お元気まんてん教室
2 月 25 日 ㈮ 10 時 〜11 時 30 分 ※

Zoom使用　 座ってできるフレイ
ル予防運動　 轟幸治さん（たくみの
マッサージ）　 無料　 ・ 天王台

イベント

※ は予約制です。市民相談・県民相談22月月

市
民
相
談

弁護士
法律相談 来所

電話

3日 ㈭、10日 ㈭、15日 ㈫、17日 ㈭、
22日㈫9時30分〜15時30分（予約
は1日 ㈫8時30分 〜）　 市 民 相 談 室

（本庁舎2階）　秘書広報課☎7185－
1714

行政相談
24日 ㈭10時 〜12時　 市 民 相 談 室

（本庁舎2階）　秘書広報課☎7185－
1714

行政書士
相談 電話

16日㈬13時〜16時（予約は平日10
時〜15時）〈新型コロナウイルス感
染症関連の補助金、相続・遺言手続
きなど〉　我孫子地区行政書士相談
事務局・山崎☎070－6482－5135

司法書士
法律相談 電話

8日㈫10時〜15時（予約は2日㈬〜7
日㈪13時〜16時）　千葉司法書士会
柏支部☎080－5901－3236

年金・労働・
成年後見相談

9日㈬ 13時〜17時　市民相談室（本
庁舎2階）　千葉社会保険労務士会東
葛支部☎047－345－9992（9時〜
15時）

税務相談 電話 18日㈮ 10時〜15時（予約は14日㈪ 
8時30分〜）　収税課☎7185－1349

消費生活相談
月〜金曜日、第2・4土曜日（祝日を
除く）10時〜17時30分　消費生活
センター☎7185－0999

市
民
相
談

人権相談 電話
月〜金曜日8時30分〜17時15分　
みんなの人権110番☎ 0570－003
－110

生活相談
月〜金曜日（祝日を除く） 8時30分
〜17時　社会福祉課（西別館2階）・
内線394

健康相談
月〜金曜日（祝日を除く） 8時30分
〜17時　保健センター　健康づくり
支援課☎7185－1126

心の相談
16日㈬13時30分〜（予約は15日㈫
まで）　相談室（西別館2階）　障害福
祉支援課・内線421

子ども総合相談
月〜金曜日（祝日を除く） 8時30分
〜17時　子ども相談課（西別館1階）
☎7185－1821

ひとり親相談
月〜金曜日（祝日を除く） 8時30分
〜17時　〈離婚・養育費・面会交流
など〉　子ども支援課（西別館2階）・
内線849

DV 相談
（男性可）

月〜金曜日（祝日を除く） 8時30分
〜17時　社会福祉課内配偶者暴力
相談支援センター（西別館2階）☎ 
7185－1113

結婚相談
（ 優先）

木曜日 10時〜17時　第1・3土曜日、
第2・4日曜日 10時〜19時　我孫子
市結婚相談所 あび♡こい♡ハート☎
7184－8100

市
民
相
談

若者就労相談
28日㈪13時30分〜16時30分（予約
は24日㈭まで）　市民プラザ会議室
2〈15歳〜49歳まで〉　企業立地推進
課☎7185－2214

地域職業相談
月〜金曜日（祝日を除く） 9時30分
〜17時　地域職業相談室（サンビー
ンズビル6階）☎7165－2786

県
民
相
談

介護と
こころの相談

火〜日曜日 10時〜16時　福祉ふ
れあいプラザ（けやきプラザ1階）☎
7165－2886

すまいの相談
金曜日 10時〜16時（随時）　水・木
曜日10時〜12時（要予約）　福祉ふ
れあいプラザ（けやきプラザ6階）☎
7165－2886

福祉用具相談
火〜日曜日 10時〜16時　福祉ふ
れあいプラザ（けやきプラザ1階）☎
7165－2886

児童相談
来所 月〜金曜日（祝日を除く） 9時〜17

時　柏児童相談所☎7131－7175

電話 月〜金曜日（祝日を除く） 9時〜17
時　柏児童相談所☎7134－4152

交通事故
相談

来所 14日㈪10時〜15時（巡回相談。先
着4組。予約は10日㈭まで）　市民
安全課（本庁舎地階）・内線485

来所
電話

月〜金曜日（祝日を除く） 9時〜12
時、13時〜16時30分　交通事故相
談所☎047－368－8000

mailto:cap_nanohana-entry@yahoo.co.jp
mailto:cap_nanohana-entry@yahoo.co.jp
mailto:abikosks@themis.ocn.ne.jp
mailto:abikosks@themis.ocn.ne.jp
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〈市民伝言板の申込方法〉　掲載を希望する方は、広報掲載依頼書（市役所秘書広報課広報室・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）に必要事項
を記入し、掲載希望号の1カ月前の前日までに広報室へ提出してください。掲載する内容はイベント名・日時・場所・内容・費用・問い合わせ先などです。　

　秘書広報課広報室 ☎7185－1269 7185－1520

 市民プラザ
◆第46回我孫子市消費生活展 5日
㈯・6日㈰10時〜16時30分　 消費
生活センター☎7185－1469
◆自然風景夫婦写真展 11日㈷〜
15日㈫9時〜17時（初日13時〜）　
写風＆紫扇・田谷☎7183－2785
◆内山春雄のバードカービング展

18日㈮〜22日㈫10時〜17時（初日
12時〜、最終日15時まで）　 鳥刻
の会・小田☎090－1805－5169
◆第32回習作展 25日㈮〜3月2
日㈬10時〜17時（初日12時〜、最終
日16時まで）　 シルバー人材セン
ター・中嶋☎7188－2200

 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　 27日㈰まで
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　 24
日㈭まで
 アビスタ1階中央通路
 開館時間：9時～21時　休館日：28日㈪ 
◆谷津の自然 2日㈬〜15日㈫（初
日10時〜、最終日16時まで）　 今
嶋☎090－6018－9458
◆震災を忘れない・伝えていく～刺

し

繍
しゅう

画レジリエンス千手観音菩薩・復興パ
ネル展 16日㈬〜27日㈰（初日13
時〜、最終日17時まで）　 澤田☎
090－8720－3446
 アビシルベ　開館時間：9時～18時

　☎7100－0014
◆手賀沼ポスターコンクール作品展示

4日㈮〜9日㈬（初日15時〜、最終
日15時まで）
◆我孫子のいろいろ八景パネル展
10日㈭〜16日㈬（初日13時〜、最終
日12時まで）
◆アビストリーム「アビスト de Night☆」
LIVE放送 18日㈮18時〜19時
◆めるへん文庫原画展　 21日㈪〜

28日㈪（初日12時〜、最終日16時ま
で）
けやきプラザ県民講座・講習(申込制）
◆老後の認知症とうつ対策 2日㈬

西村邦雄さん（ロハスサポーター）　
◆免疫力を高め健康でいきいき人生

16日㈬　 川上千里さん（日本笑い
学会）　

〈共通〉時間13時30分〜15時30分　
7階研修室　 60人　 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

2月

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　令和 3 年 12 月末日現在

12 月の発生件数 21 件
令和 3 年の発生件数（1 月〜） 235 件
前年同期比 － 7 件

12 月の死者数 0 人
令和 3 年の死者数（1 月〜） 0 人
前年同期比  －4 人

12 月の負傷者数 28 人
令和 3 年の負傷者数（1 月〜） 292 人
前年同期比 +9 人

※令和4年1月分からは掲載しません。我
孫子警察署ホームページをご覧ください。

1 月 1 日現在 前年同月比

人口 131,402人 －242人

うち外国人 1,991人 －4人

男 64,413人 －145人

女 66,989人 －97人

世帯 60,549世帯 ＋611世帯

我孫子市の人口

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
2月14日㈪13時30分〜14時30分　
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2,400円　 ・ シルバー人材
センター☎7188－2200

Jアラート　全国一斉情報伝達訓練
地震や武力攻撃などの災害時に、Jア
ラート（全国瞬時警報システム）から
送られてくる緊急情報を確実に市民の
皆さんに伝えるため、防災行政無線に
よる情報伝達訓練を行います※災害
発生時などは中止　 2月16日㈬午前
11時〜　 市民安全課・内線217
シニアボランティアの会　活動報告会
2月18日㈮13時30分〜17時　 我

孫子南近隣センター　 南アフリカ・
香港・ミャンマー帰国報告　 先着
50人　 無料　 千葉県JICA・三輪
☎7169－0970

猫譲渡会＆フリーマーケット
2月20日㈰11時〜13時　 アビス

タ前広場（手賀沼公園側入り口）　 保
護猫の譲渡会、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

まち協情報
我孫子北まちづくり協議会

◎星空たんけん観望会 2月12日
㈯17時15分〜19時　 すばる・オリ
オン大星雲を見よう　 30人　 無
料　 2月10日㈭まで
◎子ども料理教室 2月19日㈯10
時〜13時　 巻きずしとヨーグルトゼ
リー　 小学4〜6年生　 10人　
100円　 室内履き、エプロン、三角
巾、手拭き、持ち帰り用容器

〈共通〉 ・ ・ 我孫子北近隣センタ
ー並木本館☎7157－4517

我孫子南まちづくり協議会
◎やさしい筋トレ 2月15日㈫①
13時15分〜②15時〜　 毎日続けら
れる筋トレ　 鈴木智美さん、辰己淳
子さん　 各回20人　 動きやすい
服装、室内履き、タオル、飲み物

◎スマホ・タブレット・パソコン相談
2月19日㈯13時〜15時30分　

10人（1人60分）　 相談したい機器
〈共通〉 無料　 ・ ・ 我孫子南近
隣センター☎7181－1011

こもれびまちづくり協議会
◎こもれび冬のフェスタ2022 2
月26日㈯・27日㈰10時〜16時　 ハ
ワイアン、フラダンス、コーラスなど
の発表会　 ・ 近隣センターこもれ
び☎7165－2011

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 、 …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

▼早春新体操無料体験　2月毎週㈭、
3月24日㈭・31日㈭17時〜18時。市
民体育館武道場。児童。手具貸し出
し。初心者歓迎。 ・ 小山☎7103
－8218
▼障害年金個別無料相談会　2月11日
㈷13時30分〜17時。パレット柏。
10人。 ・ NPOみんなでサポート
ちば☎070－1541－7661
▼講演会「多様な声を写真で伝える」
2月12日㈯14時30分〜。けやきプラ
ザホール。書籍販売・サイン会あり。

安田菜津紀さん。275人。500円。
東葛総合法律事務所友の会・中島☎

047－367－1313
▼Zoomの使い方初心者・入門編
2月13日㈰①10時〜11時30分（PC
参加）②13時30分〜15時（スマホ参
加）。Zoomの基本操作。各8人。無料。

abicom2021@gmail.com  A
BICOM・桑田☎7184－7758
▼地域交流フォーラム　3月1日㈫13
時〜17時。カーボンニュートラル技
術の最新動向。無料。 2月15日㈫ま
で。ホームページ参照。場所・ 東葛
テクノプラザ☎7133－0139
▼ペットロス相談会　2月18日㈮・
24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。30分2,000円。

・ 渡邉☎090－6197－6397

▼シニア野球クラブ我孫子エンジョイ
ス　毎月1・2回㈯9時〜12時。湖北
台中央公園野球場ほか。軟式野球で健
康増進。45歳以上。定年退職者歓迎。

1,000円。 佐藤☎7188－3746
▼白友会2　毎月2回2時間30分程度。
アビスタ。楷書、美文字の極意を直接
指導。美文字は相手に心が伝わります。
初心者大歓迎。 2,600円。 2,000
円。 中岡☎080－1061－9201
▼我孫子登山倶楽部　1日4時間以上
の山歩きができる方。男女・年齢不問。

3,000円。 8,000円（保険料含む）。
中易☎090－2452－1295または

ホームページ

▼放談くらぶ「幕末の英国外交官アー
ネスト・サトウのもう一つの功績」
2月19日㈯14時〜16時。我孫子北近
セ並木。 原田幸四郎さん。40人。
300円。 ・ 我孫子の文化を守る会
・佐々木☎7185－0675

会員・仲間募集 やってみよう

▼英会話サークル　毎週㈬10時〜12
時。市民プラザほか。日常生活や世の
中の出来事など、少人数で女性講師を
交えておしゃべりを楽しみます。見学
歓迎。 3,500円。 遠藤☎7107－
1213
▼求むバンド部員！　毎週㈭9時30分
〜12時。湖北台近セ。楽器演奏者・ボー
カル（女性含む）。洋楽・邦楽・懐か
しい歌など。無料。 ゴールデンシン
ガーズ・平本☎080－9641－0248

イベントなどでご活用ください！
四季折々の美しい風景をうたう「あびこ市民の歌」

　「あびこ市民の歌」は、昭和55年7月の市制施行
10周年を記念して制作が始まりました。歌詞を募集
し、我孫子をイメージできる「紅いつつじの花の波」
から始まる市民の方の作品が選ばれました。作曲は
シンガーソングライターの小椋佳さんに依頼し、我
孫子の四季をうたった「あびこ市民の歌」が完成し
ました。令和2年には市制施行50周年を記念し、小椋さん
により新たにアレンジされた「市制施行50周年記念 あびこ
市民の歌」を制作しました。
　イベントなどでの活用や、我孫子の美しい四季を思い浮
かべながら市内を散策してみてはいかがでしょうか。
◎ジャケット付きCDを配布　空の音楽用CD-RまたはCD
-RWを秘書広報課広報室にお持ちいただくと、市制施行50周年記念ジャケッ
ト付きCDと交換できます。
◎市ホームページでも公開　楽曲は市ホームページ（QRコード参
照）でも公開しています。※ダウンロード可

秘書広報課広報室（市役所本庁舎2階）☎7185－1269

mailto:abicom2021@gmail.com
https://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/gaiyou/kappaondo/index.html
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広報あびこに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止する場合があります。各問い合わせ先にご確認ください。

市からのお知らせをメールで配信しています。 右記 QR コードを読み込
むか、我孫子市携帯サイト(http://www.city.abiko.chiba.jp/mob/)
へアクセスしてください。パソコンからは、市ホームページ内「メール配
信サービス」をご覧ください。

アプリ「マチイロ」で広報
あびこが閲覧できます。
アプリは左記 QR コードか
らダウンロードできます。

※1月21日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症関連情報新型コロナウイルス感染症関連情報

申請は2月28日㈪まで　子育て世帯特別給付金
　詳しくは市ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。
①臨時特別給付金※②または③との重複受給可
支給額　対象児童1人当たり10万円
対象　高校生相当年齢以下（平成15年4月2日以降生まれ）の児童を
養育する方※児童手当と同様の所得制限あり
要申請の方　高校生相当年齢の児童を養育する方（中学生以下の児童がいる世帯
を除く）、公務員の方、新たに出生した児童の児童手当受給者など※新たに出生
した児童の申請は4月25日㈪まで
子育て世帯生活支援特別給付金（②ふたり親世帯分③ひとり親世帯分）※②と③は
重複受給不可
支給額　対象児童1人当たり5万円
対象　高校生相当年齢以下（平成15年4月2日以降生まれ※一定以上の障害があ

る場合は平成13年4月2日以降生まれ）の児童を養育する方で、②令和3年度の住
民税均等割が非課税の方、令和3年1月以降に家計が急変し令和3年度の住民税均
等割が非課税の方と同様の事情にある方　③児童扶養手当を受給している方、要
申請③に該当の方
要申請の方　②高校生相当年齢の児童を養育する方（中学生以下の児童がいる世
帯を除く）、公務員の方、家計急変者など　③公的年金などの受給により令和3年
4月分の児童扶養手当が全額停止になっている方、児童扶養手当は所得制限によ
り全額停止となっているものの家計が急変し、児童扶養手当の所得制限基準まで
収入が下がった方など

〈共通〉申請方法　必要書類（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（西別館2階、住所省略可）

子育て世帯への給付金ダイヤル（子ども支援課）☎7185－1172

住民税非課税世帯等給付金  ※子育て世帯特別給付金と重複申請可
支給額　1世帯当たり10万円
対象　①令和3年12月10日時点で市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分
の住民税均等割が非課税の世帯（住民税が課税されている方の扶養親族などのみ
からなる世帯を除く）　②家計が急変し、令和3年度の住民税均等割が非課税の世
帯と同様の事情にある世帯
申請書類　①のうち令和3年1月1日時点で市に住民登録がある世帯には2月上旬

ごろに確認書を郵送します。それ以外の世帯および②の世帯は、市ホ
ームページ（QRコード参照）から申請書をダウンロードしてください。
申請方法　申請書・確認書、振込口座を確認できる書類の写し、本
人確認書類（運転免許証、健康保険証など）の写しを郵送・持参。〒
270－1192市役所社会福祉課（西別館4階、住所省略可）

臨時特別給付金コールセンター☎7185－1763

　　　　 令和3年度我孫子市事業継続支援金　期限間近市独自
　売り上げが大きく減少し、国・県の支援金（主な条件参照）を受給
した事業者に10万円を交付しています。詳しくは市ホームページ

（QRコード参照）をご覧ください。※国・県の支援金の申請は終了し
ました。国・県の交付を受けた事業者で、市に申請していない場合
はお急ぎください。期限に間に合わない場合はご相談ください。
主な条件

国の月次支援金または千葉県中小企業等事業継続支援金を受給した事業者※千

葉県感染拡大防止対策協力金の対象事業者などは対象外
市内に事業所を有する法人または個人事業主
法人の場合は実質的な本店が市内または隣接市町（柏・印西・取手市、利根町）

である※医療（調剤薬局を含む）・福祉・保育のサービスを主に提供する市内事業
者は、本店の所在地は不問
・ 　2月15日㈫（消印有効）までに必要書類を郵送。〒270－1192市役所商

業観光課（住所省略可）☎ 7185－1734

 県民の皆さんへ 
○混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動を自粛
○ワクチンを接種した方も手洗い・消毒・マスク・換気など基本対
策の徹底を
○外食は認証店・確認店を利用し、 午後9時以降は出入りしない

 事業者の皆さんへ 
○認証店・確認店以外は、酒類提供を停止
○県の営業時間の短縮要請などに応じた認証店・確認店には協力
金を支給
○在宅勤務の活用、休暇取得の促進などで出勤者数を削減

まん延防止等重点措置適用中まん延防止等重点措置適用中まん延防止等重点措置適用中まん延防止等重点措置適用中まん延防止等重点措置適用中まん延防止等重点措置適用中まん延防止等重点措置適用中まん延防止等重点措置適用中まん延防止等重点措置適用中まん延防止等重点措置適用中まん延防止等重点措置適用中まん延防止等重点措置適用中まん延防止等重点措置適用中まん延防止等重点措置適用中まん延防止等重点措置適用中 千葉県の主な協力要請（1月19日発表）

　国の方針に基づき、発送スケジュールを一部変更し、前倒しして発送し
ます。予約開始日までは予約できません。なお、国からのワクチン供給状
況により予約できない場合があります。

　1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、3回目接種はファイザー社
製・武田／モデルナ社製のどちらでも接種可能です。
　武田／モデルナ社製ワクチンの接種もご検討ください。
◎武田／モデルナ社製ワクチンを接種できる医療機関
　平和台病院、我孫子聖仁会病院、名戸ケ谷あびこ病院（準備中）
※随時追加していきます。詳しくは市ホームページ（QRコード参
照）をご覧いただくか、コールセンターへお問い合わせください。

　自衛隊大規模接種会場での接種が可能とされていますが、接種間隔は下記のと
おりです。今後の国の方針により変更の可能性がありますが、少なくとも2回目
接種から6カ月以上の間隔が必要です。市では、国の方針に沿って接種券を送付
するため、到着までお待ちください。
◎高齢者（令和4年4月1日時点で65歳以上の方）…2回目接種から、2月までは7
カ月以上、3月からは6カ月以上経過した方が接種可能
◎高齢者以外の方（令和4年4月1日時点で64歳以下の方）…2回目接種から、2月
までは8カ月以上、3月からは7カ月以上経過した方が接種可能

上記以外の方の発送日は、決まり次第、広報あびこ・市ホームページなどでお
知らせします。

我孫子市新型コロナワクチン接種コールセンター☎0120－855－366（毎
日午前9時〜午後5時30分）

接種券発送対象者 発送日（予定） 予約開始日時
（予定）2回目接種時期 年齢

令和3年7月〜8月

83歳以上 発送済み 受付中
78歳〜82歳 1月31日㈪ 2月3日㈭9時〜
75歳〜77歳 2月1日㈫ 2月7日㈪9時〜
72歳〜74歳

2月3日㈭

2月10日㈭9時〜
69歳〜71歳 2月14日㈪9時〜
65歳〜68歳 2月17日㈭9時〜

令和3年9月〜10月 65歳以上 2月21日㈪9時〜
令和3年7月〜8月 64歳以下 2月10日㈭ 2月28日㈪9時〜
※年齢は令和4年4月1日時点

追加接種（3回目接種）の接種券を順次発送

国が示す2回目接種からの接種間隔

接種できるワクチンの種類

http://www.city.abiko.chiba.jp/mob/
https://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/COVID-19/vaccine/3rd/moderna.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/mob/mail_service.html
https://machiiro.town
http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/josei_kyufu/children_allowance/index.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/seikatsushien/juuminnzeihikazeitou.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/jigyousha/chushokigyou/shienseido/zigyoukeizokusienkin.html
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