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日3月26日、4月2日・9日・16日・23日・
30日いずれも㈫（全6回）13時～15時
所市民体育館　対・定市内在住の女性

（経験者可）、先着30人　費3000円　
持内履き、タオル、飲み物、ラケット

（用意あり）　 ・ ハガキ。住所、氏
名、年齢、電話番号を明記し、〒270
－1111古戸696市民体育館（3月22日
㈮必着）☎7137－9030
◆硬式テニス講習会
日4月7日㈰から毎週㈰9時30分～11
時45分（全4回）　所7日は体育館テニ
スコート、14日・21日・28日は湖北
台テニスコ－ト　対・定市内在住、在
勤、在学の高校生以上の方、30人（応
募多数時は抽選。5人以下の場合は開
催されない場合あり）　費2000円（4回
分。初日に徴収）　 ・ メール。氏名、
住所、性別、テニス歴、電話番号を記
載の上、田中 abkta2013@hotmail.
co.jp（3月24日㈰締切）☎080－6714
－0625

募　集
◆公園管理技能員（臨時職員）
任期5月1日～10月31日　勤務日時月
14日8時30分～17時　勤務場所公園
管理事務所（湖北台中央公園内）　対
刈払い機が操作できる方、5人程度　
賃金時給980円（通勤手当あり）　面接
3月26日㈫予定　 ・ 本人が持参。
申込書（公園緑地課に用意）に必要事項
を明記し、写真を貼

ち ょ う ふ

付し、3月14日㈭
16時までに公園緑地課・内線561
◆文化事業市民スタッフ
内教育委員会主催事業（コンサート
や絵画展など）の受付など　対市内在
住、在勤、在学で20歳以上の方　報
酬半日500円、1日1000円　委嘱式・
研修会4月中旬予定　 ・ 持参、郵
送。申込書（教育委員会に用意）に必
要事項を明記し、〒270－1166我孫
子1684教育委員会文化・スポーツ課（3

月15日㈮必着）☎7185－1601
◆健康と絆「四小元気会」会員
日・内◎第1・3・5㈯午前…太極拳・
ショートテニスなど◎毎週㈫午前…ペ
タンク◎月3回午前…パーク／グラウ
ンドゴルフ◎月数回午前…ショートテ
ニス◎第2・4㈭午前…軽いストレッ
チ体操※詳しくは「四小元気会」のホー
ムページ参照。費2400円（1年分。保
険料含む）　 ・ ハガキ、メール。
住所、氏名、年齢、電話番号、Eメー
ルアドレス（ある方）を明記し、〒270
－1158船戸1の1の10 yonshogenk
ikai@gmail.com伴 一 雄（3月19日 ㈫
必着）☎7186－0435

お知らせ
◆被災住宅の修繕費の一部を支援します
　東日本大震災により被害を受けた一
戸建て住宅の修繕を行った場合に、修
繕費の一部を支援します。詳しくは建
築住宅課、市ホームページをご覧く
ださい。期間3月29日㈮まで（予算状
況に応じ申請を締め切る場合あり）※
この制度は、平成24年度をもって終
了となります。 建築住宅課・内線
601、529
◆我孫子市公共施設使用者登録カード
　（体育館等施設）の更新手続き（再）　
期 間3月1日 ㈮ ～31日 ㈰（17日 ㈰、25
日㈪を除く）8時45分～20時　所市民
体育館　対団体…登録番号43000625
～43000905、 個 人 …42001496～
42001962　持本人を確認できるもの（免
許証、健康保険証など）、我孫子市公共施
設使用者登録カード、手続きご案内のハ
ガキ　※更新手続きをしない場合は、4月
1日㈪以降登録を削除させていただきま
す。 我孫子市民体育館☎7187－1155
◆犬猫譲渡会
日3月3日・10日・24日、4月7日・14
日・28日いずれも㈰11時～14時（雨
天実施）　所市役所駐車場　 吉原☎

090－1618－2502
◆雑草等の除去事業者登録を受付ます
　登録業者は、あき地などの雑草の刈
り取りが困難な土地の所有者などへ
紹介します。対市の競争入札指名参
加業者若しくは同等であること　 ・

持参。申請書類（消防本部、ホーム
ページに用意）に必要事項を明記し、
消防本部予防課（3月15日㈮締切）☎
7181－7702
◆平成25年度 均等・両立推進企業表彰
　厚生労働省では、「女性労働者の能
力発揮を促進するための積極的な取
組」および「仕事と育児・介護との両
立支援のための取組」について推進し
ている企業を公募し、表彰していま

す。応募期限 3月31日㈰　 千葉労働
局雇用均等室 ☎043－221－2307　
※詳しくは厚生労働省ホームページ

（http://www.mhlw.go.jp/general/
seido/koyou/kintou/ryouritsu.
html）へ
◆全国健康保険協会（協会けんぽ）　
　平成25年度の保険料率について
　平成25年度保険料率は、平成24年
度保険料率と同じ保険料率（千葉支部
は9.93％）を維持することとなりました。
今後も疾病予防のための健診の推進や
ジェネリック医薬品の普及促進などの
取り組みを強く進めていきます。　 全
国健康保険協会千葉支部☎043－308
－0521

親子割有）。 斉藤☎7187－5254
▼自分を発見する対話の会　楽しく語
りながら自分や他者への理解を深めま
す。㈫9時30分～12時。新木近セ。無
料。 同会☎080－5069－6773
▼台湾北京語講座　毎月3回㈫経験者
12時 ～13時30分、 初 心 者13時30分
～14時45分。アビスタ。正確な発音
が習得できます。入3000円、月3500
円。 田中☎7187－5862
▼リズムにあわせて健康体操　毎週㈫
13時30分～15時、我孫子北近セ並木
本館。毎週㈫10時～11時30分、中峠
下公民館。おためし体験可能。 山田
☎090－2424－0754
▼プリザーブドフラワー　㈫、㈬、㈭、
㈯（月1回）13時30分～16時30分。け
やきプラザ。費3800円（材料費込、入
会金なし）。はさみ、紙袋持参。初心
者歓迎。 関口☎080－1045－1906
▼あびこ子どもスポーツクラブ　4月
から毎週㈬14時～・15時～・16時～。
アビスタ。月2100円。受付3月6日㈬、

12時30分～13時、アビスタ。対年中・
年長。 深津☎7185－9725
▼丹田呼吸健康法　毎週㈭13時～14時
40分。アビスタ他。10人。月1600円。

・ 往復ハガキに住所、氏
ふ り が な

名、☎を
明記し、3月10日必着で〒270－1151
本町3の5の14大井芳子☎7182－7991
▼健康治療体操自

じ き ょ う

彊術　毎週㈮10時
～11時30分、泉自治会集会所。毎週
㈪10時30分～12時、天王台北近セ。
入3000円、月2500円。 ㈳自彊術普
及会・井戸☎7183－1939
▼あびこシルクロードサークル歴史の
自主学習会　毎月1・3㈯13時30分～
16時30分。アビスタほか。4月～「ア
ジアと欧米世界」を学習。半年3000円。
見学歓迎。 五十嵐☎7184－0517、
大比賀☎7149－0388
▼インターネット×SNS×クラウドを
学ぶ会　毎月第4㈯14時～16時。我孫
子駅付近の施設。現役も定年後も自ら
が楽しく学ぶ。費会場費を人数分担。

今泉☎090－4715－2905

月の3 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（十二支「巳」）
3回とも参加できる方

9日、16日、23日㈯
13時～16時 5人 初回に

900円 彫刻刀、皮手袋

布クラブ教室
（ロング作務衣ズボンなし）
2回とも参加できる方

12日、26日㈫
9時30分～15時 5人 1回

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

布クラブ教室
（傘布でエコバッグ） 13日㈬ 10時～15時 3人 300円 ミシン糸、裁縫道具、昼食

木工教室（マガジンラック） 14日㈭ 10時～12時 5人 300円 なし

紙クラブ教室
（牛乳パックでスツール） 14日㈭ 10時～15時 3人 300円

キルティング100㎝×60㎝、布
ガムテープ1個、ミシン糸、強い
木綿糸、裁縫道具、昼食

ペイント教室（使いやすい
キッチンペーパー立て）

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）、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

布クラブ教室（兜）
①午前　②午後

20日㈷
①9時30分～12時
②13時～15時

各5人 300円 裁縫道具、材料費400円

布クラブ教室
（名古屋帯からおしゃれ
  バッグ）

21日㈭
9時30分～15時 5人 300円

名古屋帯1本（ほどいてアイロ
ン掛け）、裏地（幅100㎝×100
㎝）、裁縫道具、昼食、教材費
500円（ファスナー、接着芯、平
紐含む）

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

布クラブ教室（ポーチ） 22日㈮
10時～15時 3人 300円

表布（3種類以上、20㎝四方）、
裏布25㎝×25㎝、キルト芯25
㎝×25㎝、20㎝ファスナー1
本、裁縫道具、昼食

■ 「木工アドバイザー」
休館日を除く毎日10時～17時

■ 「ペイント相談日」
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
■ 「布ぞうり相談日」　　　  第3火曜日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

※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・木製ペイントお雛さま・押し
絵羽子板・木工作品などを多数展示します。　
日時3月1日㈮～3月3日㈰10時～15時　場所我孫子市ふれあい工房内・和室

ウイングホール柏斎場の使用料改正
改正日4月1日㈪～　 ウイングホール柏斎場☎7131－6649

区 分 改 正 後 改 正 前
組合地域内 組合地域外 組合地域内 組合地域外

15歳以上（1体） 3700円 8万2500円 2500円 7万円
15歳未満（1体） 1800円 6万6000円 1200円 4万円
死胎（1体） 1200円 3万6300円 800円 2万4000円
改葬（1棺） 2200円 3万8000円 1500円 3万8000円
四肢（1件） 1500円 3万3000円 1000円 1万8000円

※組合地域内…死亡者または申請者の住所が、我孫子市・柏市・流山市の方
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