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日6月24日㈰9時30分～　所布佐南近
隣センター　内そば打ちの講習　定
先着20人　費1000円　 ・ 現金を
添えて布佐南近隣センター☎7189－
3740
◆マンション問題個別相談会
日6月24日㈰10時～15時　所市役所
分館大会議室　内管理組合の運営全
般、長期修繕計画書、大規模修繕工事
の進め方、区分所有法・管理規約など
マンションに係る諸問題について、千
葉県マンション管理士会による個別相
談会　対・定市内のマンション管理組
合、管理者、居住者など先着8組（1組
1時間）　費無料　 ・ 電話で6月15
日㈮までに建築住宅課・内線529

募　集
◆我孫子市社会福祉協議会臨時職員
勤務時間土・日曜を含む週3日程度、
9時30分～19時までの間で1日4時間
～6時間程度働ける方　勤務場所福祉
ショップ＆軽喫茶ぽぽら（けやきプラ
ザ1階、我孫子駅前）　勤務内容社会福
祉協議会が運営する福祉ショップおよ
び軽喫茶のホールとキッチンを担当す
るスタッフ　対20歳以上の方、若干名

（研修期間・面接有、長く働ける方）　
賃金時給800円（交通費別途） ・ 6
月11日㈪までに市販の履歴書（写真
貼
ち ょ う ふ

付）を記入し、社会福祉協議会へ直
接持参。☎7184－1539
◆助産師
勤務内容新生児・妊産婦の訪問などの
業務（委託）　定若干名　対助産師免
許および運転免許　報酬新生児、妊婦、
産婦各訪問1件につき2000円　締切7
月31日㈫　※詳しくは健康づくり支
援課（保健センター）☎7185－1126

◆我孫子太極拳クラブ会員
日毎週水曜14時～16時　所市民体育
館武道場（原則）　内陳式太極拳を学習
しながら健康と老化防止に役立てま
す。指導…日本陳式太極拳学会講師　
費入2000円　月3000円　 ・ 坂田
☎7184－5115
◆北千葉広域水道企業団職員
職種電気（上級）若干名（来年4月採
用）　詳しくはホームページでご確認
ください。　 北千葉広域水道企業
団総務調整室 ☎047－345－3211
http://www.kitachiba-water.or.jp

お知らせ
◆下水道法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6月14日㈭まで（土・日曜除
く）　所下水道課（市役所東別館2階）　
供用開始区域中里、中峠の一部地域　

下水道課・内線546
◆「楚人冠のメッセージ－愛する手賀沼
　と共に－」の発行
　我孫子の景観を育
てる会は、会設立10
周 年（ 平 成23年6月 ）
記念事業として、百年
前の美しい手賀沼と
楚人冠のメッセージ、
楚人冠の景観“観”な
どを研究・学習し、この度A4版90ペー
ジにまとめて発行しました。発行部数
は500部で、我孫子市、柏市、千葉県の
図書館で見ることができます。 我孫
子の景観を育てる会 ☎090－6034－
9149
◆猫犬譲渡会
日・所6月3日㈰、7月1日㈰気象台記
念公園（雨天中止）。6月17日㈰、7月

15日㈰・29日㈰我孫子市役所駐車場
（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
◆ご存知ですか？中退共の退職金制度
　中小企業退職金共済制度（中退共）
は、中小企業が利用する国の退職金制
度です。◎国からの掛金の助成を受け
られます。◎掛金は全額非課税で、手
数料はかかりません。◎同居の親族の
みを雇用する事業者も、一定の要件を
満たせば加入できます。 独立行政法
人勤労者退職金共済機構中小企業退職
金共済事業部☎03－3436－0151
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
※市では、この制度を利用している中
小企業者に補助金を交付しています。

商工観光課☎7185－1475
◆STOP！不法電波
　総務省では、6月1日～10日までを

「電波利用環境保護周知啓発強化期間」
として、電波を正しく利用していただ
くための周知・啓発活動および不法無

線局の取締りを強化します。電波は
暮らしの中で欠かせない大切なもの
です。電波のルールはみんなで守り
ましょう。 関東総合通信局☎03－
6238－1939（不法無線局による混信・
妨害）、1945（テレビ・ラジオの受信
障害）、1944（地上デジタル放送の受
信相談）
◆千葉県民の日施設無料開放
　6月15日の千葉県民の日にあわせ、
市の施設を一部無料開放します。◎6
月12日㈫～17日㈰ふれあい工房（市
内在住・在勤・在学の方）☎7186－
5500　※リサイクル教室は除く　
◎6月15日 ㈮ 白 樺 文 学 館 ☎7169－
8468、鳥の博物館☎7185－2212、杉
村楚人冠記念館☎7182－8578　◎6
月16日㈯市民体育館全施設（6月1日
㈮から先着順で体育館窓口で要予約。
※個人利用でバドミントン・卓球・ト
レーニングルームの予約不可）※市民
体育館の庭球場・野球場はナイター料
金が必要です☎7187－1155

　災害時の一時避難場所として指定している県立我孫子特別支援学校は、
指定を「福祉避難所」に変更しました。我孫子特別支援学校を避難場所にし
ていた方は、他の避難場所に避難していただくようお願いします。近隣の
避難場所…①新木小学校　②湖北中学校　③湖北小学校　④気象台記念公
園※福祉避難所とは、高齢者、障害者、妊産婦などのうち、特別な配慮を必
要とする「災害時要援護者」が、安心して避難生活ができる体制を整備した
避難所です。

災害時避難場所の指定変更について
（千葉県立我孫子特別支援学校）

んか？誰でもでき運動不足を解消しま
す。 上杉☎7183－0976
▼少食、アレルギーっ子にもおすすめ。
雑穀おかず試食とお話し会　6月16日
㈯10時30分～12時。SmiletheFirst店
内。対どなたでも（先着15人）。費1200
円。 ・ NPO法人子育て支えあい
の会・すまいる ☎7179－6106
▼じゃがいも掘りとカレーパーティー
6月16日㈯10時30分～14時（雨天中
止）。むつぼし第2農園。昼食代400円、
お土産代200円。 むつぼし☎7184
－6258（13日㈬まで）
▼女声合唱アンサンブル花

か の ん

音第9回定
期演奏会　6月16日㈯16時～開演。ア
ミュゼ柏。星月夜、さびしいカシの木、
ラルゴ、誰も寝てはならぬ他。費1000
円。 宮澤☎090－8007－1477
▼潰

かい よ う

瘍性大腸炎＆クローン病医療講演
会　6月17日㈰13時 ～16時。船 橋 市
中央公民館。講師…笠貫順二さん（社
会保険船橋中央病院医師）。先着100
人。500円。ちばIBD http://www.
chiba-ibd.com/
▼社交ダンス講座タンゴ編（中級）　
6月17日～9月23日の㈰13時30分～。
布施近隣センター（柏市）ほか。1回

500円。会場をご確認の上お出かけく
ださい。 町田☎7184－9559
▼女声合唱団コール・ピュア第6回演奏
会　6月24日㈰14時～（13時30分開場）。
アミュゼ柏。「鎌倉の四季」「ありがとう」。
費900円。 田村☎7189－1404
▼エンジョイ楽々ジャズダンス〈初級〉
6・7月の㈪各3回。15時30分～17時。ア
ビスタ。ストレッチ・リンパ体操・ダン
ス。無料体験可。1回1000円。 NPO
法人わごころ・鴨田☎ 7186－5665

やってみよう
会員・仲間募集

▼母と子のプレイルーム「絵本広場」　
月3回㈭10時～11時30分。アビスタ。
1歳半～未就園児とお母様。絵本の世
界で一緒に楽しく遊びましょう。入
1500円。月3000円。体験随時受付。

コヤノ☎090－4396－1385
▼我孫子ギターサークル　原則第1・
2・4㈯18時～20時。我孫子インキュ
ベーションオフィスABIKOS。講師
を招き指導していただいています。初
心者歓迎。月7500円（会場使用料別
途月1500円） 滝澤☎7184－6202

月の6 青山450番地
☎7186－5500月の楽

情報ひろば /市民伝言板

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
木工教室（ミニイス） 12日㈫10時～12時 5人 300円 なし
布クラブ教室（子供用甚平）
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
ほどいた浴衣、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

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㎝、
強い木綿糸、ミシン糸、布ガム
テープ1巻、裁縫道具、昼食

ペイント教室
（スライド式本立て）

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 包丁は一人2本まで

布クラブ教室
（ネクタイ利用のネックレス）

20日㈬
①9時30分～12時
②13時～15時

各5人 300円
ほどいた薄地ネクタイ１本、ミ
シン糸、裁縫道具、昼食、材料費
３００円

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

布ぞうり教室
21日㈭
①9時30分～12時
②13時～15時

各10人 300円 シーツ1枚分位の布、ハサミ

■ 「木工アドバイザー」
休館日を除く毎日10時～17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

■ 「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。

●リサイクル・フリーマーケット出店者募集…日時6月24日㈰10時～13時まで（出店無料）
場所ふれあい工房　対象者市内在住、在勤、在学の個人（業者の方は不可）　募集数31区
画（1区画3.3㎡）※応募者多数の場合は抽選、食品の販売は禁止　申込方法往復ハガキに
代表者の住所、氏名､ 電話番号、主な出店品目などを明記して、返信面に住所､ 氏名を記入
の上〒270－1173 我孫子市青山450番地「ふれあい工房」まで。6月8日㈮必着　※フリー
マーケット開催の為、前日は午後、当日は終日、工房での作業は出来ません。※作品は、ふ
れあい工房ホームページ（http://www.abiko-fureaikoubou.com/）でご覧になれます。
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