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【「広報あびこ」は月2回（1日・16日）発行】　新聞折り込みのほか、市役所や公共施設、郵便局などで配布しています。また、市ホームページやアプリ「マチイロ」でもご覧いただ
けます。希望者には、宅配（無料）でお届けしますので、お問い合わせください。　 　秘書広報課広報室☎︎7185−1269

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

3月分（4月納付分）から9.76％に、介
護保険料率（全国一律）は1.64％に引
き下げとなります　 協会けんぽ千葉
支部☎︎043−382−8315

649 まち協情報
我孫子南まちづくり協議会

◎IT/PC相談室（ミニ相談あり）　
4月16日㈯13時～15時30分（1人60
分）　 12人（初めての方優先）　 相
談したい機器　 300円（ミニ相談別
途100円）　
◎江戸折形を学ぶ　 4月26日㈫13
時30分～16時　 季節や暦に合わせ
たご祝儀袋などを作る　 古瀬千里さ
ん　 20人　 500円（材料費）　 室
内履き

〈共通〉 ・ ・ 4月3日㈰～我孫子
南近隣センター☎︎7181−1011

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

▼我孫子市歩こう会　4月3日㈰※小
雨実施。我孫子駅発8時46分成田線
乗車、木下駅下車。午前で終了。印
西市散策・小林牧場の桜を見る。10
㎞ウオーク。300円。 鈴木☎︎090−
1404−7463
▼歌声クラブ　4月11日㈪・5月23
日㈪13時30分～15時、我孫子北近セ
並木。5月20日㈮10時～11時30分、
近セこもれび。楽しく歌いましょう。
700円。室内履き持参。 稲吉☎︎090
−4027−6903
▼股関節柔軟体操　4月13日㈬、天王
台北近セ。4月14日㈭、アビスタ。10
時～11時30分。生涯自分の足で歩く
ため、股関節を柔軟にし老化を防ぎ骨
盤を整え健全を図る。 2,000円。
関口☎︎090−8565−1290
▼造花で作る簡単お花のリース　4月
16日㈯13時～14時30分、15時～17
時。近セこもれび。各回5人。1,500
円（材料費を含む）。 ・ 富士乃サー
クル・今津☎︎090−2643−6245
▼ふだん着親睦コンサート⑬　4月
17日㈰10時10分～。湖北地区公民
館。全国民謡・津軽民謡。無料。 津
軽三味線“孝

た か

人
と

会”・中野孝人☎︎090−
9953−7008
▼我孫子寿寄席　4月17日㈰15時～。
我孫子市商工会館（寿1の13の27）。雷
門小助六（真打ち）、マグナム小林（バイ
オリン漫談）、三遊亭こと馬（前座）。
2,000円。 ・ みやま☎︎090−3102
−8070
▼「花のお寺」長谷寺　長谷観音信仰の
歴史　4月18日㈪13時～14時30分。ア
ビスタ。信仰の歴史や現状など。 田
代弘興さん（奈良・長谷寺第87世住職）。
1,000円。室内履き持参。 ・ ふれ
あい塾あびこ☎︎080−1364−0371

保育・生活指導など　 7人　 時給
1,240円　 書類、面接
◎心理相談員　勤務時間8時30分～
19時で3時間～7時間45分（シフト
制）　勤務場所子ども支援課　 学童
保育利用児童などへの相談、スタッフ
への助言　 1人　 時給2,310円　

書類（レポート）、面接
〈共通〉任期5月1日～令和5年3月31
日※再任あり　 資格など条件あり　

・ 4月11日㈪（消印有効）までに
登録申込書（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）・内線449

保健師（会計年度任用職員）
任期令和5年3月31日まで※再任あり　
勤務日時平日8時30分～17時（月16～
21日、勤務時間応相談）　 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　

書類、面接　勤務場所・ ・ 4月
20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（西別館3階、
住所省略可）・内線416

河川愛護モニター
任期7月1日～令和6年6月30日　 日
常生活の中で知り得た利根川の情報を
河川管理者に連絡　 利根川付近に在
住で20歳以上の方　 あり（予定）　

5月9日㈪まで※詳細はホームペー
ジ参照　 利根川上流河川事務所☎︎
0480−52−3960

我孫子市剣道連盟　会員
毎週土曜日16時～18時、日曜日11時 

～13時　 市民体育館武道場　 高
校生以上※初心者可　入会金1,000円 

稽古日に武道場で受付　 武田☎︎
090−3518−7693 abikoshikendor
enmei@gmail.com

お知らせ
猫譲渡会

4月10日㈰、5月8日㈰・22日㈰12
時～15時※雨天中止　 市役所駐車
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
4月15日㈮10時～11時　 市民プ

ラザ会議室1　 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　 ・ 4月10日㈰ま
でにシルバー人材センター☎︎7188−
2200

猫譲渡会&フリーマーケット
4月17日㈰10時～12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。保
護猫飼育ボランティア募集中　 早川
☎︎7188−0007
全国健康保険協会（協会けんぽ）

保険料率引き下げ
協会けんぽ千葉支部の健康保険料率は

市民活動ステーション主催事業
◎パソコンの困り事何でも相談会　
4月14日㈭9時～16時（1人60分）　
市民活動ステーション　 グループハ
マダ・ヤマダ　 障害のある方・外国
人（英語対応可）・80歳以上の方　 6
人　 無料
◎外部資金を活用して活動を展開しよ
う　 4月16日㈯①10時～11時②11
時15分～12時30分　 市民活動ス
テーション　 ①我孫子市公募補助
金説明会②民間の助成金活用講座　
原田正隆さん（千葉市民活動支援セン
ター）　 10人　 無料
◎移動子育て交流スペース「cafeネス
ト」　 4月19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、自分や子どものこと
を安心して話せる場　 未就園児と保
護者※保護者単独可　 5組　 300
円　 4月17日㈰まで

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

ocn.ne.jp
第19回大正浪漫ウオークin手賀沼
4月29日㈷8時30分～15時30分※

荒天中止　 手賀沼公園　 6km・
10km・20km・30kmコース（自由歩行）
※小学生以下は保護者、障害がある方
は介助者同伴　 500円（当日申し込
み700～800円）、中学生以下無料　

・ 4月15日㈮までに北総歩こう 
会・平野☎︎7133−1589
ボールであそぼう！ちびっこフェスタ
4月29日㈷9時～12時※雨天時5月

1日㈰　 我孫子市少年野球場（手賀
沼フィッシングセンター隣）　 ボール
を使った6つのゲーム※全てのゲームに
参加した方にはプレゼントあり　 小
学3年生以下の子どもと保護者　 無
料　 スポーツ少年団野球専門部・稲
葉☎︎090−9264−0178

我孫子市茶道連盟　月釜
5月15日㈰10時～14時30分　 ア

ビスタ第1・2和室　 季節の取り合
わせで一服差し上げます　席主岡田
宗由さん（表千家）、玉井宗美さん（裏
千家）　 2,000円　 岡田☎︎7184−
5721

講演・講座・教室
危険物取扱者試験・受験者講習会
6月19日㈰　 千葉経済大学（千葉

市）　 甲種6,600円、乙種4,600円、
丙種3,700円　 4月15日㈮までに消
防試験研究センターホームページ※書
面申請は4月4日㈪～18日㈪（願書は
各消防署・分署で配布）　 消防試験
研究センター千葉県支部☎︎043−268

−0381
◎受験者講習会（希望者のみ）　 5
月16日㈪　 船橋市中央公民館　
3,700円（別途テキスト代）　 ・ 4
月18日㈪～22日㈮に我孫子市防災協
会（消防本部予防課）☎︎7181−7702
普通救命講習Ⅰ（e-ラーニング適応）
4月17日㈰9時～10時、11時～12

時　 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）・在勤で、e-ラーニングの
受講証明書が確認できる方　 各回先
着12人　 無料　 ・ 4月7日㈭9
時～消防本部警防課☎︎7181−7701

親子茶道体験教室
5月1日㈰10時～11時30分、13時～

14時30分　 アビスタ第1・2和室　
小・中学生と保護者　 10組（抽選）
1人300円　 中根☎︎7189−2465
湖北地区公民館（コホミン）講座

◎音楽療法でリフレッシュ！～元気
にドレミ♪～　 5月16日㈪、7月4
日㈪、9月5日㈪、11月7日㈪、令和5
年1月16日㈪、3月6日㈪いずれも13
時～14時30分　 歌・リズム遊びな
どで脳トレーニング　 藤原葉子さん

（流山音楽療法）　 各日先着20人　
500円　 動きやすい服装、室内履

き、飲み物　 ・ ・ 湖北地区公民
館☎︎7188−4433※ホームページか
ら申込可

募集
心の教室相談員兼在宅訪問指導員

（会計年度任用職員）
任期令和5年3月31日まで※夏期休業
期間を除く　勤務時間1日4時間（勤務
場所により週8～12時間）※在宅訪問を
行った場合は加算　勤務場所市内小・
中学校　 児童・生徒・保護者などの
相談対応、教育相談活動の支援、長期
欠席児童・生徒と保護者への教育相談

（在宅訪問）　 教育実践・相談の経験
がある方、大学で社会福祉・社会学・
心理学・教育学・児童学などの課程
を修了または修了見込みの方　 若干
名　 時給1,260円　 書類、面接　

登録申請書（市ホームページからダ
ウンロード可）を郵送・持参。〒270−
1166我孫子1684教育委員会総務課　

教育相談センター☎︎7187−4600
放課後対策事業スタッフ
（会計年度任用職員）

◎サブリーダー　勤務時間13時～19
時、一日保育…7時45分～19時でシ
フト制　勤務場所各あびっ子クラブ、
学童保育室（四小・根戸小・三小・二
小・新木小を除く）　 放課後や長期
休業期間に家庭保育ができない児童の

イベント

mailto:abikoshikendorenmei@gmail.com
mailto:abikoshikendorenmei@gmail.com
mailto:abikosks@themis.ocn.ne.jp
mailto:abikosks@themis.ocn.ne.jp

	10面
	情報ひろば
	イベント
	市民活動ステーション主催事業
	第19回大正浪漫ウオークin手賀沼
	ボールであそぼう！ちびっこフェスタ
	我孫子市茶道連盟 月釜

	講演・講座・教室
	危険物取扱者試験・受験者講習会
	普通救命講習Ⅰ（e-ラーニング適応）
	親子茶道体験教室
	湖北地区公民館 （コホミン）講座

	募集
	心の教室相談員兼在宅訪問指導員（会計年度任用職員）
	放課後対策事業スタッフ（会計年度任用職員）
	保健師（会計年度任用職員）
	河川愛護モニター
	我孫子市剣道連盟 会員

	お知らせ
	猫譲渡会
	シルバー人材センター入会説明会
	猫譲渡会&フリーマーケット
	全国健康保険協会（協会けんぽ）保険料率引き下げ

	まち協情報
	我孫子南まちづくり協議会


	市民伝言板
	講演・催し





