
7No.1551   令和4（2022）年6月1日号	 情報ひろば・市民伝言板 7

【市民伝言板の申込方法】　広報掲載依頼書（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）を掲載希望号の1カ月前の前日までに提
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。※市ホームページから申込可　
・ 　秘書広報課広報室☎︎7185－1269 7185－1520

時15分～、15時～　 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　 無料
◎スマホ・パソコン相談室　 6月18
日㈯13時20分～16時30分　 ①相談

（1人60分）②ミニ相談（1人20分）　
①12人（初めての方優先）　 相談した
い機器　 ①300円②100円

〈共通〉 ・ ・ ①6月3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
◎DVD鑑賞で広がる地域の輪　 ①
6月17日㈮②23日㈭13時30分～　
美空ひばりラストコンサート　 先
着①60人②25人　 無料　 室内履
き　 ・ 我孫子北近隣センター①並
木本館☎︎7157－4517②つくし野館☎︎
7157－4085

新木地区まちづくり協議会
◎太巻きまつりずし「はねうさぎ」　

6月26日㈰13時30分～16時　 川
合美津子さん　 16人　 800円　

室内履き、エプロン、三角巾、布巾、
手拭き、筆記用具、巻きす（お持ちの
方）、持ち帰り容器　 6月22日㈬まで
◎歌声喫茶in新木　 7月9日㈯13時
30分～15時　 鳥谷部由美子さん　

先着40人　 500円　 室内履き
〈共通〉 ・ ・ 6月7日㈫～新木近
隣センター☎︎7188－2010

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 、市セ…市民センター 、
…講師、 …入会金、 …月会費、 …年会費、

…持ち物、 …申し込み、 … 問い合わせ

講演・催し たのしもう

▼ダンス愛好会　6月3日㈮13時～16
時。けやきプラザ。運動不足を解消。
健康であれば何でもできる。男女リボ
ンが相手します。80人。500円。
鈴木☎︎080－6650－9128
▼歌声クラブ&ミニミニコンサート　
6月6日㈪14時～15時30分。市民プ
ラザ。楽しく歌いましょう。1,000円。

稲吉☎︎090－4027－6903
▼我孫子市歩こう会　6月12日㈰※小
雨実施。我孫子駅発8時18分乗車、
鎌ケ谷駅下車。森林浴10kmウオー
ク。300円。 鈴木☎︎090－1404－
7463
▼Zoomの使い方講座初心者・入門 
編　6月12日㈰①10時～（PC参加）②
13時30分～（スマホ参加）。オンライ
ン。各8人。無料。 abicom2021
@gmail.com　 ABICOM・桑 田 ☎︎
090－8059－0947
▼盆踊り曲の無料講習会　6月12日
㈰・26日㈰15時～17時。アビスタ和
室。 帯治子さん。どなたでも。 遊
郷会・かみ☎︎090－4863－3254
▼楽しい混声合唱の無料体験会　6月
15日㈬12時40分～湖北地区公民館、
22日㈬13時～新木近セ、7月6日㈬

13時～近セこもれび。「コーラルフレ
ンズ」で検索。 石川☎︎7188－0646
▼「わが青春つきるとも　伊藤千代子
の生涯」上映会　6月15日㈬14時～、
18時～。けやきプラザ。権力に抗し
て声をあげた女性の生涯。1,000円。

中村☎︎090－3964－3111
▼中村天風の教えを学ぶ　第15回講
演会～人生の秘訣はどういう処にある
か～　6月17日㈮14時～。我孫子南
近セ。初心者歓迎。先着30人。500
円。 中村天風研究会・勝又☎︎080－
1252－0308
▼放談くらぶ　6月18日㈯15時30分
～17時30分。アビスタ。手品と昔の
我孫子の様子。 村越邦雄さん。先着
30人。300円。 ・ 我孫子の文化
を守る会・佐々木☎︎7185－0675
▼第22回定期演奏会　6月19日㈰14
時～。柏市民文化会館。学校ホームペー
ジ参照。 流通経済大学付属柏高校吹
奏楽部・湯本☎︎7131－5611

会員・仲間募集 やってみよう

▼健康麻雀教室初級・中級コース　毎
週①㈪13時30分～16時②㈮10時～
12時30分。つくし野郵便局隣。麻雀
を覚えたい・楽しみたい方。①20人
②若干名。12回6,000円。 石川☎︎
080－1016－6466（17時～）
▼シニアの料理教室我孫子レシピ会　
毎月第3㈪9時30分～13時。アビスタ。
女性講師による和やかな雰囲気で和・
洋の調理。初心者歓迎。若干名。 約

2万円。 中込☎︎7184－4355
▼楽しく歌う♪　毎月第1・3㈮10時
30分～12時。近セこもれびほか。呼
吸や発声から少人数でしっかり指導。
初心者歓迎。 1,000円。 3,000円。

山口☎︎090－5534－9069
▼日本書画健身養生研究院書道教室　
毎月第1・3㈯9時～12時。けやきプ
ラザ。 全日本中国水墨芸術家連盟審
査員。楷書、行書、健身歌など。
3,000円。 5,000円。 司馬☎︎080
－5959－6197
▼あびこガイドクラブ　毎月第2㈯午
前。市内・近郊の史跡などを巡る。体
験は無料。11月バス研修（渋沢栄一の
故郷深谷市）のみ有料。 2,000円。

谷☎︎7185－1853
▼手賀沼アララギ短歌会　毎月第2㈰
13時～16時。アビスタほか。 雁部
貞夫さん（新アララギ代表）ほか。初心
者歓迎。ブログあり。見学1回無料。

500円。 1,500円。 岸野☎︎7128
－6969

提出。〒270－1192市役所子ども支
援課（西別館2階、住所省略可）・内線
845
柏税務署　税務職員（高卒程度）

試験概要など詳しくは東京国税局ホー
ムページ「採用関係お役立ちリンク
集」を確認　 ・ 6月20日㈪～29日
㈬までにホームページ。東京国税局☎︎
03－3542－2111

けやきプラザホール主催事業
◎「みんなの絵画作品展」作品　 テー
マ「希望・夢・未来」。四切サイズの
画用紙　 小学生以上　
◎ワークショップ参加団体　 絵画・
書道・手工芸などのワークショップを
開催できる団体

〈共通〉8月16日㈫～21日㈰に開催　
・ 7月10日㈰までにけやきプラザ

☎︎7165－2883
学校安全管理員（会計年度任用職員）

任期必要に応じて学期ごと　勤務日
時授業日に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

お知らせ
第30回フードドライブ

6月30日㈭まで　 家庭内で余った
食品などを市内の困っている方やフー
ドバンクちばに届けます　 賞味期限
まで2カ月以上、常温保存可能、破損
などで中身が出ていない、新品※米の
回収なし　 受取窓口は社会福祉協議
会ホームページ参照　 ボランティア
市民活動相談窓口て・と・り・あ☎︎
7185－5233

猫譲渡会
6月12日㈰・26日㈰、7月10日㈰・

24日㈰12時～15時※雨天中止　 市
役所駐車場※譲渡は条件あり。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
6月14日㈫14時～15時　 市民プラ

ザ会議室1　 市内在住の60歳以上　
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

6月19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　 ねこ
友会・早川☎︎7188－0007

シニアのための仕事説明会
6月30日㈭10時～11時30分　 市

民プラザ会議室1　 セブン－イレブ
ンでの短時間勤務・配達などの説明・
相談会　 60歳以上　 先着10人　

・ 6月29日㈬までに企業立地推進
課☎︎7185－2214

まち協情報
我孫子南まちづくり協議会

◎やさしい筋トレ　 6月14日㈫13

 市民プラザ
◆第31回墨雅会展　 17日㈮～21日
㈫10時～18時（初日13時～、最終日15
時まで）　 篠田☎︎7182－2842
 図書館 1日㈬～30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
◆きり絵&水墨画展　石川孝、吉田華宇
布佐分館ミニギャラリー
◆鳥

と り

凧
だ こ

の作り方　鳥の博物館友の会
 アビスタ1階中央通路
 開館時間：9時～21時　休館日：27日㈪ 
◆編物作品展・ニットサークルあみと
も　 2日㈭～9日㈭（最終日15時ま
で）　 松元☎︎7185－2714
◆湖畔のアトリエ二人展　 10日㈮
～23日㈭（初日10時～、最終日17
時まで）　 小板橋☎︎090－7808－
1241
◆絵画作品展　 24日㈮～30日㈭

（初日11時～、最終日16時まで）　
長谷部☎︎080－5377－1946
 けやきプラザ
 休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
第2ギャラリー
◆スクラップブッキング作品展　 25
日㈯10時30分～17時、26日㈰10時
～16時　 目黒☎︎090－1795－2987
第1・2ギャラリー
◆清楽展　 5日㈰まで10時～18時（最
終日16時まで）　 小竹☎︎7173－8272
◆我孫子アートな散歩市　 7日㈫～

12日㈰10時30分～18時（最終日17時
まで）　 関谷☎︎090－4206－6242
◆第8回写楽の会写真展　 14日㈫～
19日㈰9時～17時（初日13時～、最終
日15時まで）　 土井☎︎090－6179－
8366
 アビシルベ　開館時間：9時～18時
 　☎7100－0014
◆我孫子アートな散歩市　 12日㈰
16時まで
◆あびマルシェ「マイナポイントは
Suicaで貯めよう！」　 18日㈯・19
日㈰
◆カヌー展示inアビシルベ　 25日
㈯～7月10日㈰
 けやきプラザ県民講座・講習（申込制）
◆歩いて笑っていきいき人生　 15日
㈬　 山神克允さん（トータルライフ研
究所所長）
◆やりがいと役立ちがいのすすめ　
22日㈬　 神谷哲朗さん（東京大学高
齢社会総合研究機構特任研究員）
◆認知症予防のための楽しい脳トレ　

29日㈬　 藤本肇さん（シニアライ
フ協会常務理事）

〈共通〉時間13時30分～15時30分　
7階研修室　 無料　 50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

6月

5 月 1 日時点 前年同月比

人口 131,188人 −373人

うち外国人 2,086人 ＋104人

男 64,310人 −179人

女 66,878人 −194人

世帯 60,894世帯 ＋696世帯

我孫子市の人口
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