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うこと」がテーマのレポ－ト800字以内
を添えて、2月25日㈪までに持参　 子
ども相談課☎7185－1821
◆我孫子市教育研究所
　心の教室相談員（臨時職員）の登録
勤務日時週2～3日、平日8時～17時ま
での間で4時間　勤務場所市内小・中
学校　内児童・生徒のカウンセリン
グや保護者の教育相談など　対教育
実践・相談業務の経験、または大学
で心理学、教育学などの課程を修了
した方　賃金時給1210円（通勤手当
あり）　申込方法履歴書、資格等の写
し、別に写真（縦4㎝×横3㎝）を持参。
簡単な面接あり。事前に電話連絡。締
切日2月15日㈮16時　 教育研究所

（湖北台4の3の1湖北台東小学校内）☎
7187－4600
◆栄養士（嘱託職員）
任期4月～平成26年3月の1年間　勤務
日時週4日で1日7時間45分　勤務場所
教育委員会  内学校給食の運営事務、
現場指導ほか　対栄養士資格を有す
る方（3月末取得見込みも可）1人　報
酬時給1420円　選考方法書類審査と
面接　応募方法2月15日㈮までに電
話連絡のうえ写真を持参し申込書を提
出　 教育委員会学校教育課☎7185－
1267※詳しくはホームページ
◆我孫子市白樺文学館（嘱託職員）
任期4月1日～平成26年3月31日（更新
あり）　勤務日時月14日以内で1日7時
間45分勤務　内学芸員業務および館運
営事務　対学芸員の資格を有し、近現
代史または近現代文学を大学で専攻し
た方　定1人　選考方法書類審査およ
び面接（手紙文の釈読含む）　報酬時給
1420円（通勤手当あり）　申込方法2月
28日㈭までに履歴書（写真貼

ち ょ う ふ

付）、資格
証明書の写し、「我孫子と白樺派文学に
ついて」をテーマにしたレポート（800
字以内）、執筆論文などがある場合は写
し（概要でも可）を持参　 ・ 我孫子
市白樺文学館☎7169－8468
◆子育て支援施設　嘱託職員・臨時職員
①嘱託職員　任期4月1日～平成26年
3月31日（更新あり）　勤務日時月124

時間以内　報酬月額14万5080円以内
（通勤手当あり）　選考方法小論文、面
接（3月3日㈰実施）　②臨時職員　任期
4月1日～9月30日（更新あり）　勤務日
時週3～5日　賃金時給970円（通勤手
当あり）　選考方法面接（3月3日㈰実
施）　〈共通〉対20歳以上50歳以下で、
保育士またはそれに準ずる資格をお持
ちの方、または子育て支援施設などで
勤務経験のある方　定若干名　申込方
法履歴書（写真貼

ち ょ う ふ

付）に必要事項を明記
し、資格・免許の写しを添付のうえ2
月22日㈮までに持参　 ・ 保育課・
内線322
◆こども発達センター
　①社会福祉士（臨時職員）
　②言語聴覚士（嘱託職員）
雇用期間①5月1日～平成26年3月31
日②4月1日～平成26年3月31日　定
若干名（②のみ経験者）　①報酬時給
1420円（通勤手当あり）②賃金時給
2840円（通勤手当あり）　〈共通〉日数
および曜日は要相談。8時30分～17
時　選考方法面接　申込方法事前連絡
の上、2月28日㈭必着で郵送・持参。
履歴書（写真貼付）に必要事項を明記
し、免許の写しを添付。 ・ こども
発達センター〒270－1112新木1637
☎7188－0472
◆平成25年度「農教室受講生」
日原則毎月第2・第4㈯8時30分～12時
対家庭菜園を始めたい方　定先着20
人程度　受講料2000円、テキスト代
1000円（別途入2000円、年3000円）　
講師 遠藤織太郎さん（農学博士）　説
明会3月2日㈯18時30分 ～20時30分

（けやきプラザ7階研修室）　 ・ 2
月28日㈭までにNPO法人手賀沼トラ
スト事務局・国方☎ 7184－3385
info@teganuma-trust.jp http://
teganuma-trust.jp/
◆放課後対策事業スタッフ
　サブリーダー（嘱託職員）
任期4月1日～平成26年3月31日（更
新有）　勤務日時1日6時間、週27時間
程度の勤務　勤務場所市内各学童保育
室など　内児童の生活支援・指導・安

全確保。美化清掃など。 対65歳未満
（4月1日現在）で教員免許、幼稚園教
諭、保育士、児童厚生員の資格をお持
ちの方　定2人　賃金時給1240円（通
勤手当別途支給）　 ・ 本人持参（郵
送不可）。履歴書（写真貼付）に必要事
項を明記し、資格証の写し添付。2月
8日㈮17時までに子ども支援課・内線
449
◆障害福祉サービス事業所みずき
　臨時事務職員
採用日4月1日　勤務日時平日週4日程
度9時～16時　対・定パソコンの操作
ができ運転免許を有する方、1人　賃
金時給830円（通勤手当あり）　 ・
2月20日㈬までに履歴書（写真貼付）を
障害福祉サービス事業所みずき（古戸
804）まで☎7187－5171

お知らせ
◆水田地帯での「野ネズミ駆除」
　農作物に被害を与える野ネズミの駆
除が実施されます。ペットが誤って口
にしないように注意してください。　
実施期間2月～3月の春期繁殖前（使用
薬剤ラテミンリン化亜鉛1％）　実施
方法農業者が水田の畦

あ ぜ

畔の巣穴に投入  
実施区域市内の水田地帯全域　 農
政課・内線513
◆無料法律相談
日 ①2月9日㈯10時 ～16時 ②16日㈯
13時～16時　定先着①24人②18人（1
人30分程度）　所・ ・ 2月1日㈮
10時から電話で、千葉県弁護士会松

戸支部☎047－366－6611
◆猫犬譲渡会
日・所①2月3日、3月3日　五本松公
園（雨天中止）②2月17日、3月17日　
我孫子市役所駐車場（雨天実施）。い
ずれも㈰11時～14時　※持ち込みは
要事前連絡。引き取りは不可。 ね
こわんこ☎080－8723－9550
◆野田法律相談センター開設記念
　無料法律相談会
日2月27日㈬13時～16時　所野田商
工会議所　定先着18人　申込方法2月
15日㈮10時から電話で、千葉県弁護
士会松戸支部☎047－366－6611（予
約専用）、☎047－366－1211
◆こころの相談室
　～自分らしく生きるために～　
日2月18日㈪・3月18日㈪（4月以降も
毎月1回開催）　所新木行政サービス
センター会議室　内心の悩み、心のケ
アなどに関する相談、成年後見制度の
相談。費無料　 ・ 東葛市民後見人
の会・星野征

ま さ あ き

朗☎7187－5657（事前
予約制）

やってみよう
会員・仲間募集

▼英語談笑サークル（中上級）　隔週㈰
15時15分～18時。アビスタ。文化・
生活など多岐にわたる話題のフリー
トークとスピーチ。自主的英語学習で
話す時間が豊富です。年1000円。
都筑☎7184－5464
▼俳句同好会「おみの会」　毎月第3㈫
12時30分～14時50分。アビスタほか。
初心者歓迎。 月1500円。 川路☎
090－8569－3916
▼深川社交ダンスクラブ　毎週㈬13
時 ～15時、15時 ～17時、 ㈮10時 ～
12時。けやきプラザ7階。初級～中級
の男女。分かりやすく繰り返しレッス
ン。見学大歓迎。入1000円、月3500
円。 吉崎☎7184－6433

▼レキント奏者　毎週㈭午前。湖北台
近セ。ラテン、演歌などなんでも演奏
し歌うおやじバンドです。無料（部屋
代を皆で負担）。 平本☎7187－5967
▼いきいき囲碁教室（初級中級者向け）
毎週㈭13時30分～16時30分。湖北駅南
口徒歩1分。男女年齢不問。級位別免状
授与あり。初めての方も指導します。月
2500円。 岡田☎7188－5000（10時～）
▼シニア野球クラブ「我孫子エンジョ
イス」　毎週㈯9時～12時。湖北台球
場。軟式野球による健康の維持・増進
と親睦。原則45歳以上。入3000円、
月1000円。 宗

む な か た

像☎7183－9066
▼英会話サークル「Afternoon Tea 
ESS」　毎月第1、第3㈯13時～15時。
アビスタ。海外旅行や日常生活まで
英語で話し合う英会話サークル。年
1000円。 川 路 a1119yk@jcom.
home.ne.jp☎090－8569－3916

月の2 青山450番地
☎7186－5500月の楽

リサイクル教室名 開催日時 募集人数 費用 持参する物・備考

布バッグ作り教室 8日㈮10時～15時 5人 300円 裂き織り、その他の布も可、ミシン糸、裁縫道具、昼食

木彫教室（内裏立雛セット）
3回とも参加できる方

9日、16日、23日㈯
13時～16時 3人

初回
のみ
900円

彫刻刀

木工教室（万能台） 12日㈫10時～12時 5人 300円 なし
布クラブ教室
（ロング作務衣ズボンなし）

12日㈫
9時30分～15時 5人 300円 ほどかないウールの着物1枚、ミシン糸、裁縫道具、昼食

紙クラブ教室（ハンガー） 14日㈭
10時～14時30分 3人 300円

古いフェイスタオル2～3枚、ま
たはバスタオル、ミシン糸、裁
縫道具、昼食、材料費250円

ペイント教室
（買い物袋に絵を描く）

15日㈮
9時30分～12時 5人 300円

トールペイント用平筆・丸筆
（ある方は）、雑巾、エプロン、
材料費100円

包丁研ぎ教室 16日㈯10時～12時 5人 300円 包丁は1人2本まで
紙クラブ教室
（チラシでバスケット）

20日㈬
9時30分～12時 5人 300円 折込チラシ大20枚位

布クラブ教室（お雛さま） 20日㈬
9時30分～15時 5人 300円 裁縫道具、昼食、材料費400円

布ぞうり作り教室
①午前　②午後

21日㈭
①9時30分～12時
②13時～15時

各10人 300円 シーツ一枚分位の布、ハサミ

※申し込み方法：申し込みは本人に限る（詳細は工房に問い合わせを）月曜日（休館日）を除く毎日【電話の
み受付】9時～17時（いずれも定員になり次第締め切り。キャンセルの場合は、必ず連絡をしてください）。
なお、キャンセル待ちの方は、参加希望教室開催日の前日に電話で問い合わせてください。

●ひな祭り作品展のお知らせ…つるし雛・布のお雛さま・手作りしたお雛さま・押し絵羽子板・
木工作品など多数展示します。　日時2月26日㈫～3月3日㈰（6日間）10時～15時　場所我
孫子市ふれあい工房（我孫子市青山450番地）　

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子市警察署管内　12月末現在

12 月の発生件数 31 件
発生件数（24年1月～） 346件
前年同期比 － 61 件

12 月の死者数 0 人
死者数（24年1月～） 3人
前年同期比  － 4 人

12 月の負傷者数 36 人
負傷者数（24年1月～） 430人
前年同期比 － 59 人

■ 「木工アドバイザー」
休館日を除く毎日10時～17時

■ 「ペイントクラブ相談日」
第1金曜日10時～15時

■ 「紙クラブ相談日」バスケット
第1水曜日10時～15時

■ 「布ぞうり相談日」
第3火曜日10時～15時

■ 「布クラブ相談日」
第1火曜日・第4水曜日・第2・4木曜日10時～15時

■ 「おもちゃの病院」
第1～3日曜日13時～16時、第4日曜日15時～16時

■ 「紙クラブ相談日」イス
第4木曜日10時～15時

リサイクルアドバイザー来館日　　　 ふれあい工房☎7186－5500
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