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史さん（健康運動指導士、沖ヨガ指導
員）　 市内在住で65歳以上の方　
先着20人　 無料　 ・ 我孫子北
地区高齢者なんでも相談室☎7179－
7360

お元気まんてん教室
10月26日㈬14時～16時　 天王

台北近隣センター※Zoom可　 高齢
者の交通安全、消費者被害　 我孫子
警察署　 15人　 無料　 ・ 天王
台地区高齢者なんでも相談室☎7182
－4100

家事家計講習会
10月27日㈭10時～11時30分　
アビスタ　 来年の予算計画、環境に
優しい暮らしの工夫　 先着10人　
400円　 ・ 全国友の会我孫子支
部・渡辺☎7183－7238
天王台北地区まち協・天王台地区社協共催

シニアいきいき講座
10月30日㈰13時30分～14時30分
天王台北近隣センター　 ミュー

ジックフープ健康体操とヘルスリズム
ス　 山口江美さん（NPO法人鼓響）
先着40人　 無料　 室内履き、

飲み物　 ・ 天王台地区社会福祉協
議会☎7183－9009
湖北地区公民館（コホミン）講座

◎千葉伝統の技「太巻きまつりずし」
11月20日㈰13時～15時　 赤と

んぼの巻きずし　 川合美津子さん
（元学校栄養士）　 16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　 ・ 11月2日㈬までに湖
北地区公民館☎7188－4433※ホー
ムページから申込可
ピヨピヨ親子ショートテニス教室
11月3日㈷10時20分～12時　 テ
ニス未経験の3歳～小学生と保護者　
先着60組　 1組500円　 運動で
きる服装・靴、タオル、着替え　
10月6日㈭9時～ https://tennis-
ttc.or.jp/　 ・ 吉田記念テニス研
修センター（柏市）☎7134－3030

募集
求職者支援訓練11月生

パソコン・IT・デザインコースなど
ハローワークに求職登録済みの方　
無料（別途テキスト代）　 ・ 10
月24日㈪までにハローワーク松戸☎
047－367－8609
千葉県地球温暖化防止活動推進員

任期令和5年4月～9年3月　 ボラン
ティアとして地球温暖化対策の実践、
普及啓発活動など　 県内在住・在学・
在勤で18歳以上の方※条件あり　
・ 10月31日㈪（必着）までに申請書
（県ホームページからダウンロード可）
を郵送・ファクス。〒260－0024千
葉市中央区中央港1の11の1千葉県地
球温暖化防止活動推進センター☎043
－246－2180 043－247－4152
第10回我孫子和太鼓まつり出展者
11月13日㈰9時45分～14時30分
※雨天中止　 湖北台中央公園　 市
内業者…1区画3,500円・電気代別途

500円、市外業者…1区画4,000円・
電気代別途1,000円　 ・ 作間☎
090－1738－6390

あびこeモニター
市政運営の参考にするため、皆さんの
意見をお聞かせください。eモニター
は、インターネットを通してアンケー
トを行うものです。年間で3回以上回
答した方にはミニ鉄道無料乗車券な
どの特典があります　 市内在住・在
学・在勤で18歳以上の方　 無料　
秘書広報課☎7185－1714

お知らせ
千葉県最低賃金　改正

10月1日から県内の事業所で働く全て
の労働者（パート・アルバイトなどを含
む）およびその使用者に適用される最
低賃金が時給984円（従来の953円か
ら31円引き上げ）に改正されました　
千葉労働局☎043－221－2328
杉村楚人冠記念館　臨時休館

10月4日㈫～7日㈮　 杉村楚人冠
記念館☎7187－1131

猫譲渡会
10月9日㈰、11月13日㈰・27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
10月17日㈪14時～15時　 市民プ
ラザ　 市内在住の60歳以上で働く
意欲がある方　 先着20人　年会費
2,400円　 ・ 10月12日㈬までに
シルバー人材センター☎7188－2200

行政書士会無料相談
10月16日㈰10時～15時30分　
流山おおたかの森S・C　 相続・遺言・
成年後見・官公署への許認可など　
・ 千葉県行政書士会東葛支部☎090
－7845－2126

猫譲渡会&フリーマーケット
10月23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　 ねこ
友会・早川☎7188－0007

ご存じですか？労働委員会
～個別的労使紛争のあっせん～

労働者と使用者の間で生じた解雇・パ
ワハラ・労働条件の不利益変更などのト
ラブルについて、労働委員が仲介して円
満解決を目指します　 無料　 ・
千葉県労働委員会☎043－223－3735

まち協情報
我孫子北まちづくり協議会

◎秋の音楽会 10月15日㈯13時
30分～　 Passo a Passo（市立柏高
校出身のプロユニット）　 先着60人
（申込不要）　 無料　 室内履き
◎血脇守之助・杉山英とゆかりの我孫
子 10月30日㈰①13時30分～15
時②15時10分～16時30分※荒天中
止　 ①野口英世を世に出した我孫子
の偉人・血脇守之助についての講演会
②まち歩き（並木本館～アビスタ）　

荒井茂男さん（我孫子市史研究セン
ター）　 ①先着60人（申込不要）②先
着50人　 ①無料②100円
〈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
◎IT/PC相談室（PC・スマホ・タブレッ
ト） 10月15日㈯13時～15時30分
①相談（1人60分）②ミニ相談（1人
20分）　 ①先着12人（初参加者優先）
無料　 相談したい機器　 ・ ・
10月3日㈪～我孫子南近隣センター
☎7181－1011

新木地区まちづくり協議会
◎男の料理セミナー 10月30日㈰
13時30分～15時　 非常時にも使え
るポリ袋クッキング　 牛尾真志さん
（NPO法人食の会あびこ）　 先着12人
800円　 室内履き、エプロン、三
角巾、布巾2枚、タオル、持ち帰り用
容器、飲み物　 ・ ・ 10月6日㈭
～新木近隣センター☎7188－2010
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講演・催し たのしもう

▼Concertぱすてる　10月8日㈯14
時～。けやきプラザ。信長貴富集、
ミュージカル&日本の名曲、プーラン
クほか。434人。1,000円。 KPC合
唱団・直井☎090－2420－1516
▼あびこ市歩こう会　10月9日㈰※小雨
実施。我孫子駅発8時24分乗車、安食
駅下車。房総の村・遺跡と龍角寺10km
ウオーク。下総松崎駅解散。300円。
昼食。 鈴木☎090－1404－7463
▼ふだん着親睦コンサート⑭　10月9
日㈰9時40分～。湖北地区公民館ホー
ル。津軽三味線、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
▼オーディオ機材自作派の会－自作真
空管アンプなどの競演－　10月9日㈰
13時30分～16時30分。久寺家近セ。
無料。 我孫子オーディオファンクラ
ブ・脇田☎090－5422－5479
▼心の歌を歌う「すみれの会」　10月
9日㈰14時～16時30分。近セこもれ
び。200円。 室内履き、飲み物。
及川☎070－6661－0063
▼山の写真展　10月10日㈷～16日
㈰。アビイクオーレエントランスホー
ル（イトーヨーカドー我孫子南口店）。
我孫子登山倶楽部・松浦☎090－

5401－3382
▼「ぼくが性別ゼロに戻るとき」ミニ
上映会とケアラーズサロン　10月15
日㈯13時～14時50分。川村学園女子
大学3号館（同大学学園祭内）。 川村
学園女子大学☎7183－7085
▼浦部川上流の自然にふれる秋の散
策　10月16日㈰9時30分～12時30
分。千葉ニュータウン中央駅集合。
ニュータウンに残る自然の宝庫を観

察。先着20人。200円。 ・ 東葛
しぜん観察会・鈴木☎7182－3067
▼並木ひびき太鼓　無料体験会　10
月16日㈰13時～17時、我孫子北近セ
並木。練習月2回㈯13時～17時、久
寺家近セ。小学生以上、親子歓迎。イ
ベントなどで演奏可。 600円。 ・
まくうち☎090－8048－5312
▼今に繋がる歌舞伎～“東西中南北”の
将門伝説～　10月17日㈪13時～14時
30分。アビスタ。 若月仙之助さん（若
月流二代目家元）。 150人。 1,000
円。 ・ ふれあい塾あびこ☎080－
1364－0371
▼放談くらぶ「我孫子の地名と歴史の
あれこれ」　10月22日㈯14時～16
時。アビスタ。 荒井茂男さん。40人。
300円。 ・ 我孫子の文化を守る会
・佐々木☎7185－0675
▼ペットロス相談会　10月24日㈪・
27日㈭、11月28日㈪・29日㈫13時
～（1人30分）。我孫子南近セ。愛犬・
愛猫との死別、思い出を語る。2,000
円。 ・ 渡邉☎090－6197－6397
▼秋うらら優しく奏でる笛のしらべ　
しの笛コンサート　10月24日㈪15時
～。アビイホール（イトーヨーカドー
我孫子南口店）。演奏…福原一笛さん。
50人。2,000円。 ・ 新妻☎090
－2204－4408
▼昭和歌謡と懐メロの集い　10月28
日㈮14時～16時。我孫子北近セ並木。
ピアノ伴奏あり。楽しく歌いましょう。
どなたでも。1,000円。 鈴木☎090
－5427－6618
▼中高年から始めるらくらくピアノ
無料体験会　10月29日㈯10時～11
時。アビスタ。楽譜が読めない方も歓
迎。気軽にキーボードを楽しみましょ
う。10人。 ・ 三好☎080－2090
－0871
▼中村天風の教えを学ぶ　第17回講
演会～人間として大事な事柄～　10
月29日㈯14時～。我孫子南近セ。初
心者歓迎。30人。500円。 ・ 中
村天風研究会・勝又☎080－1252－
0308
▼エストレーラバレエ第31回発表会
11月20日㈰15時30分～。白井市文
化会館。バレエコンサート、眠れる
森の美女より第3幕。無料。 荒井☎
7189－5885※詳しくはホームペー
ジ「エストレーラバレエ」で検索

会員・仲間募集 やってみよう

▼懐かしい歌、心やすらぐ歌　シニア
のための歌声喫茶名歌を歌う会　隔
週㈭13時～14時。近セふさの風。無
料。 ソラーレ平和台・沢木☎070－
7791－6633

広報あびこ8月16日号の訂正
広報あびこ8月16日号7面に掲載し
た「市民後見人養成講座」の、対象
に誤りがありました。正しくは「市
内在住の70歳以下」です。お詫び
して訂正します。

我孫子221001_book.indb   11我孫子221001_book.indb   11 2022/09/21   10:252022/09/21   10:25

https://tennisttc.or.jp/
https://tennisttc.or.jp/

	11面
	情報ひろば（つづき）
	講演・講座・教室（つづき）
	お元気まんてん教室
	家事家計講習会
	天王台北地区まち協・天王台地区社協共催シニアいきいき講座
	湖北地区公民館（コホミン）講座
	ピヨピヨ親子ショートテニス教室

	募集
	求職者支援訓練11月生
	千葉県地球温暖化防止活動推進員
	第10回我孫子和太鼓まつり出展者
	あびこeモニター

	お知らせ
	千葉県最低賃金　改正
	杉村楚人冠記念館　臨時休館
	猫譲渡会
	シルバー人材センター入会説明会
	行政書士会無料相談
	猫譲渡会&フリーマーケット
	ご存じですか？労働委員会～個別的労使紛争のあっせん～

	まち協情報
	我孫子北まちづくり協議会
	我孫子南まちづくり協議会
	新木地区まちづくり協議会


	市民伝言板
	講演・催し
	会員・仲間募集

	広報あびこ8月16日号の訂正




