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若干名　※東京で行われる前期（4日
間）、後期（1日）の養成研修に参加でき
る方　選考方法書類審査と面接　締切
日4月16日㈪必着　 ・ 郵送・持参。

「私が思う介護保険制度について」の意
見・提言を800字程度にまとめ、住所、
氏
ふ り が な

名、年齢、電話番号、「介護相談員応
募」と明記し、〒270－1192市役所高
齢者支援課（住所省略可）・内線411
◆あびこ少年少女合唱団　団員
練習日月3回㈯9時30分～11時30分　
所中央学院大学ほか　内合唱の練習、
イベントへの出演など　対小学生以
上　費月1000円　応募方法電話、Eメ
ール　 ・ あびこ少年少女合唱団・
寺 内 ☎7188－7303、 早 坂 wenm
ingjp@yahoo.co.jp
◆社会福祉課嘱託職員
勤務期間5月1日～平成25年3月31日
まで（更新あり）　勤務日月16日　所
社会福祉課　内生活相談業務　定１
人　報酬時給1170円（通勤手当・社
会保険あり）　選考方法書類審査と面
接（4月18日㈬予定）　締切日4月16日
㈪必着　申込方法　 ・ 履歴書（写
真貼

ち ょ う ふ

付）と「市民からの生活相談につい
て」のレポート（800字以内）を本人が
持参。社会福祉課・内線641

お知らせ
◆下水道法第9条の規定に基づく
　公共下水道の供用開始についての縦覧
縦覧期間4月2日㈪～16日㈪（土、日
を除く）　所下水道課（市役所東別館2
階）　供用開始区域以下の一部区域…
我孫子3丁目、天王台6丁目、中峠台、
中峠　 下水道課・内線546
◆認知症の方の家族のつどい「あびこ」
日4月11日㈬13時30分～15時30分　
所けやきプラザ工作室　内介護方法や
日ごろの悩みなどについての情報交
換　対認知症の方を介護している家

族・介護経験者　費無料　 高齢者
支援課☎7185－1112
◆母子家庭高等技能訓練促進費給付金事業

をはじめます
　就業に有利な資格を取得するため2
年以上養成機関で修学する母子家庭の
母に対し、「高等技能訓練促進費給付
金」を支給します。給付を受けるため
には、事前の相談が必要です。詳しく
は、子ども支援課までお問い合わせく
ださい。 子ども支援課・内線850
◆子ども会活動を行う皆さんへ
　全国子ども会連合会では、子ども会
活動中の事故について保険制度を設け
ています。（年間200円の掛金、賠償責
任保険付）、この保険制度の説明会を
開催します。日4月15日㈰14時からの
我孫子市子ども会育成連絡協議会（子
育連）総会後　※総会では子育連の活
動紹介あり。　所湖北地区公民館　
梅谷☎080－5515－0261
◆平成24年度千葉県調理師試験
日7月25日㈬　所幕張メッセ国際展示
場　受付期間5月22日㈫～24日㈭10時
～16時　※願書は4月12日㈭から県内
の健康福祉センター（保健所）および我
孫子連絡所等で配付　 ・ ・受付場
所千葉県松戸健康福祉センター地域保
健福祉課☎047－361－2138
◆猫犬譲渡会
日4月1日㈰、5月6日㈰　所気象台記
念公園（雨天中止）、4月15日㈰・29
日㈰、5月20日㈰市役所駐車場（雨天
実施）。いずれも11時～14時※当日の
犬猫の持ち込み不可　 ねこわんこ
☎090－8307－8464
◆遺言の日記念行事
「遺言・相続の無料法律相談会」

日4月16日㈪13時～16時　所三井ガー
デンホテル千葉4階天平の間　内45分
間の面談相談（要電話予約）　対先着
40人　 ・ 千葉県弁護士会☎043－
227－8954

初心者歓迎、俳句を心から楽しむ。講
師は、現代俳句協会選者・俳句誌主宰。
月1500円。 ・ 岡村☎7188－3707
▼囲碁グループ　毎月第1・3・5㈬13
時30分～17時、湖北台西小地域交流
教室第2。月200円。徒歩か自転者で
通える方。 工藤☎7188－8656
▼我孫子駅前の花壇づくり「花かご会」
毎月第2・4㈬9時30分～2時間程度、
我孫子駅南口ロータリー。一緒に楽し
く花壇づくりをして街の玄関を花で
彩りませんか！ 年1000円。 山田☎
7169－7278
▼サークル・ビーズ花の会　毎月第2・
4㈮12時30分～14時30分。アビスタ。
ビーズで食卓に飾る花や窓辺に飾る小
さな鉢植えを作りましょう。1回1000
円（材料費別）。 沖田☎080－6606
－1653
▼ふるさと我孫子ガイドの会　原則毎
月第3㈮13時30分～15時30分。コス
モ天王台集会所。我孫子の観光コース
に沿って全体学習、その後ガイドとし
ての活動。年2000円。 ・ 栗田☎

7183－5907
▼我孫子山の会　自然を愛する55歳
くらいまでの方（初心者・経験者歓
迎）。会員55人で日帰り・宿泊山行を
年間40回くらい実施。毎月第1㈯夜例
会。入1000円、年6000円。 藤野☎
7184－6200
▼ヴィヴァ・マンドリーノ　毎週㈯13
時～16時30分、市内公民館・近隣セ
ンターほか。経験の有無は問いません。
練習の見学にどうぞ。演奏会あり。入
1000円。月2500円。 沢井☎090－
9012－3938
▼若々しい社交ダンス初心者・中級
者　毎週㈫午後、アビスタ・湖北台近
セほか。プロが指導します。月3000
円（テキスト付き）。㈰・㈪もレッス
ンあり。 ラッキーフレンズ・坂巻☎
090－3962－2751
▼英会話メンバー　第1・3㈭13時30
分～15時30分、我孫子北近セ並木本
館ほか。毎回様々な話題をフリートー
クします。無料（ただし会場費負担あ
り）。 鈴木☎080－6546－6775

月の4 青山450番地
☎7186－5500月の楽

　てがたん（手賀沼定例探鳥会）は、鳥の博物館前にひろがる手賀沼の自然の
中で、鳥とそれにかかわり合う生き物たちを観察します。毎月、テーマを決
めて、季節の自然の見どころを紹介します。
毎回、鳥のワンポイントガイドもあります。
日時　毎月第2土曜日午前10時～正午
集合　鳥の博物館玄関前、午前10時までに
　　　受付（事前申込不要）
費用　100円（中学生以下は無料）　

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
木工教室（万能台） 10日㈫10時～12時 5人 300円 なし
布クラブ教室
（傘布でエコバッグ） 11日㈬10時～15時 3人 300円 ミシン糸、裁縫道具、昼食

紙クラブ教室
（牛乳パックでミニイス） 12日㈭10時～15時 3人 300円

キルティング50㎝×50㎝、布ガ
ムテープ1個、ミシン糸、強い
木綿糸、裁縫道具、昼食

布バッグ作り教室 13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

布クラブ教室（兜）
①午前②午後

18日㈬
①9時30分～12時
②13時～15時

各5人 300円 材料費400円、裁縫道具

紙クラブ教室
（チラシでバスケット）

18日㈬
9時30分～12時 5人 300円 折込チラシ大20枚位

ペイント教室
（気軽に飾れる兜）

20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 21日㈯10時～12時 5人 300円 包丁は一人2本まで

裂き織り教室
①午前②午後

24日㈫
①9時30分～11時30分
②13時～15時

各5人 500円 古布1㎡位、ハサミ

布クラブ教室（鍋つかみ）27日㈮10時～15時 3人 300円
端ギレ20㎝×20㎝ 4～5種類、
裏布、キルト綿 各20㎝×20㎝、
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

■ 「裂き織り相談日」
第1火曜日10時～15時

■ 「リフォーム・リペア相談日」
毎週土曜日13時～16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

■ 「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」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

※申込み方法：申し込みは必ず本人に限る（各教室1家族1個、詳細は工房に問い合わせ）月曜日（休館日）を
除く毎日【電話受付のみ】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）。キャンセル待ちの方は、参加希望教室の前日に電話で問い合わせてください。

商業者の皆さんが主催する市内各地区のイベント（下表参照）に出演した
い市内の団体を募集します。

応募いただいた団体は、『フェスメン（「フェスティバルメンバー」の略）』と
して登録し、各イベントの主催者に情報を提供させていただきます。出演依
頼は、後日、各イベントの主催者から連絡が入ります。

・ 郵送、ファク
ス、商工観光課窓口。
団体名、連絡先、発
表内容、出演条件な
どを明記し、〒270－
1192市役所商工観
光課（住所省略可）・
内線306、 7185－
5869

イベント名 地区 開催予定時期
新緑まつり 布佐 4 月 29 日 ㈷
天王台ふれあい夏まつり 天王台 8 月 18 日 ㈯
天王台地区市民まつり 天王台 8 月下旬
あびこカッパまつり 我孫子 8 月 25 日 ㈯
ほくほくまつり 湖北 9 月 30 日 ㈰
我孫子地区市民まつり 我孫子 10 月上旬
我孫子市産業まつり 湖北 10 月 21日 ㈰
もみじまつり 布佐 11 月上旬

フェスメン ～イベントに出演したい方～ を募集！

情報ひろば /市民伝言板

てがたん（手賀沼定例探鳥会）にご参加を！楽

4月14日 桜の花に集まる鳥たち
5月12日 鳥の子育て
6月  9日 田んぼの生き物観察

7月14日 生き物から見た
てがたんコースの環境

8月11日 手賀沼の中の生き物観察
9月  8日 草原の生き物観察

10月13日 いろいろな植物の種子散布
11月10日 鳥の渡りとモズの高鳴き
12月  8日 いろんな木の実
  1月12日 冬鳥観察
  2月  9日 樹木ウオッチング
  3月  9日 春をさがそう

▼今年度のスケジュール（すべて土曜日）

http://www.city.abiko.chiba.jp/
mailto:wenmingjp@yahoo.co.jp
mailto:wenmingjp@yahoo.co.jp
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