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【市民伝言板の申込方法】　広報あびこ1月1日号は掲載がありません。1月16日号に掲載を希望する方は、12月5日㈪（必着）までに広報掲載依頼書（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）を提出してください。掲載内容はイベント名、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

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

イベント
第16回千葉県福祉機器展2022

◎福祉機器展 11月19日㈯9時30
分～16時30分　 ハイテク機器の展
示・体験
◎セミナー &フォーラム 11月19
日㈯①10時50分～11時50分②12時
50分～14時20分③14時50分～15時
50分　 ①パラアスリート・パラヒー
ロートークショー②コミュニケーショ
ンが生活と人のバリアを取り除く③ウ
エアラブル・デバイスツール・アプ
リセミナー　 ①花岡伸和さん（日本
パラ陸上競技連盟）②矢沢由多加さん

（（公財）テクノエイド協会）③大西一朗
さん（AP TECH㈱）　 各先着50人

〈共通〉 無料　 ・ けやきプラザ☎
7165－2886

市民体育館主催事業
◎ウエア販売会・インボディー測定
会 11月22日㈫～26日㈯9時～17
時（22日㈫、25日㈮は21時まで）　
200円
◎ポールコンディショニングセミナー

11月26日㈯15時30分～16時30分
骨格のゆがみをリセットしてリラッ

クス　 先着15人　 700円　 電話
〈共通〉 ・ ・ 市民体育館☎7187
－1155
新木地区まち協・湖北地区社協共催

らくらく健康体操
11月23日㈷10時～11時30分　

バランスボールで有酸素運動　 高橋
真弓さん（ベジガールズ）　 先着20
人　 無料　 運動できる服装・室内
履き　 ・ ・ 新木近隣センター☎
7188－2010

あなたの“困った”を助ける
「シニアほっとカフェ」

11月30日㈬13時30分～15時30分
高齢者の日常生活の困り事を解決
松岡芳子さん（オキクルミ猫の手）
先着10人　 無料　 ・ ・ 電

話・ファクス・Eメール。市民活動ス
テーション☎ 7165－4370 abiko
sks@themis.ocn.ne.jp

はじめての伝統芸能観賞
12月2日㈮14時～15時30分　 けや

きプラザ　 連獅子・歌舞伎・琴の解説
と実演　 若月仙之助さん、吉村藤園
さん、岡村愛さんほか　 先着200人　

1席3,000円　 ・ 電話・ファクス・
Eメール。亀鶴屋合同会社・小竹☎070
－3193－0130 7163－4058 info@
kikakuya.biz
採って食べよう冬野菜！～芋煮会～
12月3日㈯10時～13時※雨天順延
荒井農園（岡発戸1218の2）　 里

芋収穫体験後、五本松公園で調理　
先着20人　 500円　 長靴、軍手、

タオル、帽子、飲み物、おわん、箸、
スプーン　 ・ 電話・Eメールで氏
名、参加人数、電話番号を明示。あび
こ型「地産地消」推進協議会☎7128
－7770（月・火・木曜日9時～17時）

info@abiko-chisan.com

講演・講座・教室
甲種防火管理新規講習

令和5年1月31日㈫～2月1日㈬　
市民プラザ　 先着100人　 8,000
円　 11月28日㈪～12月5日㈪※日
本防火・防災協会ホームページ参照　

消防本部予防課☎7181－7702
お元気まんてん教室

12月9日㈮14時～16時　 天王台
北近隣センター※Zoom参加可　 笑
う健康法「ラフターヨガ」　 藤本祐子
さん（ラフターヨガティーチャー）　
先着15人　 無料　 ・ 天王台地区
高齢者なんでも相談室☎7182－4100
普通救命講習Ⅰ（e-ラーニング適応）
12月10日㈯9時～10時、11時～

12時　 消防本部大会議室　 心肺
蘇生法、AED使用法、止血法、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
20人　 無料　 ・ 11月24日㈭9
時～消防本部警防課☎7181－7701
マンション管理基礎講座・個別相談会

12月10日㈯①13時～15時30分②
15時40分～16時40分　 我孫子南
近隣センター　 ①講演「長期修繕計
画と修繕積立金」「役員のなり手不足
への対応策と事例紹介」②個別相談　

マンションの管理組合役員・所有者
など　 先着①40人②3組　 無料　

室内履き　 ・ 電話・ファクスで
住所（棟・室まで）、氏

ふ り

名
が な

、電話番号、
管理組合名、参加人数を明示。①千
葉県住まい情報プラザ☎043－223
－3266 043－223－0003②千葉
県マンション管理士会☎043－244－
9091 043－244－9094

お知らせ
定例教育委員会

11月24日㈭14時～※議案内容によ
り変更の場合あり　 水道局4階会議
室　 11月18日㈮以降にお問い合わ
せください　 教育委員会総務課☎
7185－1110

北柏駅北口の柏都市計画道路
変更案の縦覧

11月17日㈭～12月1日㈭　閲覧場
所・ 意見書は柏市役所に提出。柏市
都市計画課☎7167－1144・北柏駅
周辺整備課☎7160－3851、我孫子
市都市計画課・内線585

法廷傍聴会
12月7日㈬13時30分～16時30分
千葉地方裁判所松戸支部　 法廷傍

聴、傍聴後の解説　 先着20人　
無料　 ・ 11月21日㈪10時～千葉
県弁護士会松戸支部☎047－366－
6611
交通遺児家庭見舞金・勉学奨励金

陸上の交通事故で保護者を失った18
歳未満の方（令和5年4月1日時点）が
いる市内の世帯に、歳末たすけあい見
舞金と交通遺児援護基金見舞金を交付
します。令和5年3月に中学校を卒業
または4月に小・中学校に入学する場
合は、勉学奨励金なども交付します　

・ 12月9日㈮までに我孫子市社会
福祉協議会☎7184－1539

まち協情報
我孫子南まちづくり協議会

◎江戸折形を学ぶ 12月1日㈭13時
30分～16時　 クリスマス・正月用
の包みを作る　 古瀬千里さん　 先
着20人　 500円　 30cm定規、筆
記用具　 ・ ・ 11月18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
◎映画会　名画鑑賞で広がる地域の輪

①12月2日㈮②8日㈭13時30分～
15時30分※車での来場不可　 「家
族はつらいよⅢ・妻よ薔

ば

薇
ら

のように」　
先着①60人②25人　 無料　 ①

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

布佐南まちづくり協議会
◎ファンタスティッククリスマスコン
サート 12月4日㈰14時～16時　

讃美歌、映画音楽ほか　 布佐ポ
ピーズ（合唱）、國土潤一さん（指揮）、
中村文美さん（ピアノ）　 先着60
人　 無料　 ・ ・ 11月19日㈯
～整理券配布。布佐南近隣センター☎
7189－3740

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

▼カイロプラクティック無料施術
11月30日㈬まで※問い合わせ時に希
望日時を確認。TANAKA天王台整体
院。腰痛・肩こりなどでお悩みの方。

高橋☎7169－4274
▼ご一緒に歌いましょう　11月25日
㈮14時～16時。市民プラザ。懐かし
の童謡・叙情歌をピアノ伴奏で。ど
なたでも。1,000円。 鈴木☎090－
5427－6618
▼おひるねコンサート　バイオリン・ビ
オラ・チェロ・ギター・ピアノの演奏と
お話　11月26日㈯14時～16時。け
やきプラザホール。交響詩フィンラン
ディアほか。無料。 筆記用具。申込
不要。　 小段☎090－7630－0218

▼東葛女声合唱団25周年記念コン
サート　11月26日㈯14時～16時。ス
ターツおおたかの森ホール。風の五線
譜ほか。出演大津康平さん（指揮）、名
倉扶

ふ

季
き

さん（ピアノ）。500人。1,000円。
・ 松本☎090－4668－7832

▼市川市の行徳と妙典を訪ねる　12
月10日㈯8時50分我孫子駅改札前集
合。戦国時代から塩を生産し、交通の
要所として栄えた旧江戸川沿いの町の
寺社などを巡る。200円。 あびこガ
イドクラブ・谷☎7185－1853
▼弁護士・司法書士・税理士合同無
料相談会　12月10日㈯13時30分～
16時30分。柏商工会議所。先着24
人。 ・ 税理士会柏支部☎7164－
1719（㈪～㈮10時～17時）
▼ピアノジョイントコンサート　12月
11日㈰14時～16時。けやきプラザ
ホール。ショパン「ソナタ3番」ほか。
出演秋本響子さん、岡本有珠さん。先
着250人。1,000円。 ・ 岡本☎
090－5796－2773
▼利根川東遷と古代東海道　12月12
日㈪13時～14時30分。アビスタ。東
遷の目的、意義を考え当時の我孫子
を語る。 星野征

ま さ

朗
あ き

さん。140人。
1,000円。 ・ ふれあい塾あびこ☎
080－1364－0371
▼第8回プレアデスハーモニー　モー
ツァルト名曲コンサート　12月15日
㈭14時～16時。アミュゼ柏。バイオ
リン、ビオラ、ピアノの生演奏。400人。
1,500円。 ・ 富永☎080－9994
－8480

会員・仲間募集 やってみよう

▼柏シルバー写真同好会　毎月第3
㈪。パレット柏3階。写真の講評と指
導。初心者歓迎。見学無料。 1,000円。

1,000円。 澤井☎080－1263－
2367
▼こども競技かるた教室～瑠璃色
毎月第2・4㈰10時～12時。栄地区
集会所。小・中学生。初心者歓迎。4
回6,000円。 小嶋☎080－3258－
4045※詳細は教室ホームページ

納付のお知らせ

項　目 納期限（口座振替日）

上下水道料金 11月25日㈮

個人事業税 第2期(県税)
介護保険料 第6期
国民健康保険税 第6期
後期高齢者医療保険料 第5期
下水道受益者負担金 第3期

11月30日㈬

11 月 1日時点 前年同月比

人口 131,078人 －387人

うち外国人 2,235人 ＋252人

男 64,248人 －168人

女 66,830人 －219人

世帯 61,231世帯 ＋776世帯

我孫子市の人口
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