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7153－3704
◆なぎなた夏休み体験教室
日7月27日㈮9時30分 ～11時30分、
29日㈰9時10分～11時（どちらか1日
でも可）　所市民体育館武道場　内見
てみよう! やってみよう! 日本古来の
武道なぎなたの基礎・実技　対年齢・
男女不問　※動きやすい服装、素足で。
費無料　 電話かファクスで氏

ふ り が な

名、電
話番号、学生は学年を明示。見学可。

事務局・中村☎ 7187－3566
◆我孫子南まちづくり協議会 
　第12回 スカイサロンコンサート　
　親子で一緒に「ブレーメンの音楽会」
日7月29日㈰14時～15時30分（開場
13時30分）　内シューベルト「セレ
ナーデ」、日本の歌曲、赤とんぼほか
出演…テノール児玉洋介さん（東京藝
術大卒）　定先着100人※7月2日㈪10
時より整理券配布（1人1枚、親子の
場合は1組）　費無料　所・ 我孫子
南近隣センター（けやきプラザ9階）☎
7181－1011
◆ふれあいホール第7回サマーコン
　サート
日7月29日㈰14時開演　 所けやきプ
ラザふれあいホール　内グラナダ・オ
ペラ「魔笛」のアリアほか　出演…吉武
大地（クラシック歌手）、ジュニアコー
ラス・フェアリーズ　定450人　入
場整理券配布方法次のAかBの方法で
配布。定員になり次第締め切り。A…
けやきプラザ1階受付事務所で直接配
布。B…往復ハガキに郵便番号、住所、
氏
ふ り が な

名、性別、年代、電話番号を明記。
ハガキ1枚につき1人。締切7月20日㈮
必着　 ・ 〒270－1151本町3の1
の2（けやきプラザ）ふれあいホール☎
7165－2883
◆我孫子南まちづくり協議会
　子どもの日本舞踊体験
日7月31日 ㈫13時 ～16時30分　 内
日本舞踊の体験。13時～着付け、13
時30分～お稽

け い こ

古（休憩含む）　講師…
藤
ふ じ ま

間敬
た か

紫
し

寿
ず

さん（藤間流師範）　対・定
4歳～小学6年生までの男女児童。（保
護者の付き添い可）先着20人　費無
料　持ゆかた（ゆかたにひもがついて
いない場合は腰ひも2本）、帯、白た
びまたは白い靴下、汗ふきタオル、飲
み物　※ゆかたを持っていない方は申
し込み時に性別、年齢、身長等を伝え
てください。※扇子はこちらで用意し
ます。※ゆかたは藤間敬紫寿社中の皆
さんが着せてくれます。　所・ ・
7月1日㈰9時から受付。我孫子南近隣
センター（けやきプラザ9階）☎7181
－1011
◆第23回 我孫子市オープン・レディース
　トリプルダブルス卓球大会
日8月2日㈭9時開場・受付　所市民体
育館　種目A・B・Cランク別の3ダブ
ルス団体戦（1チーム6人）　対30歳以
上の女性　費1チーム4000円　 郵便
で大会名、ランク、団体名、全員の住
所、氏名、電話番号を明記し、7月13

日㈮必着で、〒270－1164つくし野3
の5の103吉田常子☎7182－6974
◆朗読劇で伝える平和への願い「忘れ
　ない」1945－ヒロシマ・ナガサキ－
日8月5日㈰開演15時～16時50分（開
場14時30分）　所柏市沼南公民館　内
①子どもたちによる絵本の朗読②朗読
劇「忘れない」1945－ヒロシマ・ナガ
サキ－…広島、長崎で被ばくされた
方々の手記や詩を元にしたオリジナル
の朗読劇　定300人　費大人600円。
18歳以下、障がい者手帳をお持ちの
方およびその介助者の方は無料　
柏・麦わらぼうしの会事務局☎090－
9687－7376 7173－0656（ 児 玉
方） k2008konoko@yahoo.co.jp

講演・講座・教室
◆住まいのセミナー・住宅相談会
日7月7日㈯①9時45分～11時30分（9
時受付）②13時30分～15時30分（13
時20分受付）　所①新木近隣センター
②我孫子南近隣センター　内①、②と
もミニ講座「木造住宅の耐震補強につ
いて」、3.11東日本大震災における被
害状況、木造住宅の耐震補強について。
住宅相談・質問コーナーあり。　対市
内在住の方　費無料　 我孫子市住
宅センター協議会☎7185－9901（土・
日曜を除く9時～17時）
◆「犬のしつけ方教室」「飼い主さがし
　の会」を土日に開催します!
犬のしつけ方教室　日7月8日㈰、8月
12日㈰…予約制　13時30分～16時
飼い主さがしの会　日7月28日㈯、8
月25日㈯…予約制　10時～12時　両
内容ともに、所・ 千葉県動物愛護セ
ンター（富里市御料709の1）☎0476－
93－5711
◆こもれびまちづくり協議会 
　第10回高齢者の在宅生活講座＆
　健康体操およびヘルスリズムス
日7月22日㈰13時30分～15時45分　
所近隣センターこもれび　内前半…講
座「家庭での介護のポイント⑴」、杖
の使い方、車椅子の使い方、着替えの
させ方など。後半…「健康体操および
ヘルスリズムス」、講師…山口江美さ
ん（NPO「鼓響」理事、介護福祉士）　
定先着50人　費無料　 ・ 7月20日
㈮までに、電話・ファクス・窓口で住
所、氏名、電話番号を明示。こもれび
まちづくり協議会☎7165－2011（10
時～17時） 7165－2201

募　集
◆わが家の犬・猫写真コンクール作品
応募作品応募者の飼育している犬・猫
の写真（L判〈通称サービス判〉）3枚ま
でとし、しつけなど適正飼育について
コメント （400字以内）を添えたものを
対象とします。すべての写真の裏面に
住所・氏名・電話番号を記載。※応募
作品は原則として返却しません。応

募資格県内に在住の方（プロ、アマ、
年齢は問いません）。　募集期間7月
1日㈰から8月31日㈮（必着）まで。　
送付先〒260－0001千葉市中央区都
町463の3財団法人千葉県動物保護管
理協会☎043－214－7814 043－
214－7818

お知らせ
◆犬猫譲渡会
日7月1日・8日・22日、8月5日・12日・
26日いずれも㈰11時～14時（雨天実
施）。所市役所駐車場　 瓜田☎080
－5195－0400
◆最高額5億円！サマージャンボ宝くじ
　市町村の振興を目的に、サマージャ
ンボ宝くじと2000万サマーが、7月9
日㈪から7月27日㈮まで全国の宝くじ
売り場で発売されます。宝くじの収益
金は、市町村の明るく住みよいまちづ
くりに使われています。　 財政課・
内線220
◆献血にご協力を
日7月9日㈪9時30分～11時45分・13
時～15時30分　所市役所1階ロビー

（献血バスは、議会棟前駐車場）。　
献血条件男性45㎏以上、女性40㎏以
上。年齢16歳～69歳（65歳以上の方
は、60歳～64歳までに献血経験があ
る方）　持献血カード、身分証明書（免
許証、健康保険証など）　 社会福祉
課・内線377 
◆一日金融公庫開設
日7月12日㈭10時～15時　所我孫子
市商工会館　内事業資金融資について

の相談　※相談ご希望の方は、7月9
日㈪までに商工会にお申し込みくださ
い。☎7182－3131
◆夏休み中学生・高校生模擬裁判
日7月24日㈫10時～16時　所千葉県
弁護士会松戸支部（松戸市松戸1281
の29）　内①刑事裁判の説明②模擬裁
判③模擬裁判に対する講評　対中学
生・高校生　定先着20人　費無料　
・ 7月3日㈫9時から電話予約開始　
千葉県弁護士会松戸支部☎047－366
－1211
◆平成24年度 毒物劇物取扱者試験の
　お知らせ
日8月10日㈮13時30分～15時30分（13
時集合）　試験の種類一般毒物劇物取
扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者
試験、特定品目毒物劇物取扱者試験　
所敬愛大学  願書受付7月5日㈭、6日
㈮9時30分～11時30分、13時～16時
県教育会館304会議室（千葉市中央区
中央4の13の10）まで持参　願書配布
各健康福祉センター、千葉市・船橋
市・柏市の各保健所、県薬務課　
千葉県健康福祉部薬務課薬事審査指
導 室 ☎043－223－2618 http://
www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/
dokugeki/24－shiken.html
◆技術セミナー受講料免除（無料）制度
　ポリテクセンター等で行われている
ものづくり分野を中心とした技術セミ
ナー（能力開発セミナー）について、市
内で被災した事業所を対象とする受講料
の免除制度があります。 ・ 高度ポリ
テクセンター☎043－296－2582　
http://www.apc.jeed.or.jp/

　ハチは、軒下や屋根裏、庭木、枝の茂み、崖、戸袋、土中などに巣をつ
くり、春先から秋にかけて活発に活動します。 特にスズメバチなどは、
８～10月にかけて、巣を守るために攻撃性が強くなります。屋外でハチ
に刺されないためには、ハチを刺激しないことです。巣にいたずらした
り、むやみに近づいたりしないでください。
　刺されてから１時間以内に「気分が悪い」「全身がかゆい」「動悸がする」

「呼吸が苦しい」などの強い症状が出たら、すぐに医療機関を受診しま
しょう。
応急処置の方法 　◎刺されたところに針が残っていないか確認し、残っ
ていたらピンセットなどですぐに取り除く（ミツバチの場合）　◎指輪を
している指を刺されたときは、指が腫れて抜けなくなることがあるので
指輪をすぐに取りはずす　◎刺された部分を指でつまむなどして、毒を
しぼり出す　◎傷口を水道の流水で洗い流し、水でよく冷やす　◎抗ヒ
スタミン剤の入った虫刺され薬などの軟膏

こ う

を塗る。※刺されたときの詳
しい処置は、医療機関へお問い合わせください。
駆除は専門業者に　駆除は、巣のある土地の管理者が専門業者に依頼し
てください。早期に発見し駆除しましょう。
主なハチ駆除業者　ダスキンターミニックスあびこ東支店☎0120-
87-6474、有限会社イシイ☎090-9316-1641、シーアイシー☎7192-
2471、千葉県害虫防除協同組合☎043-221-0064　東京企業株式会社☎
047-496-6315、常陽メンテナンス株式会社☎0297-72-2423

　手賀沼課・内線468

ハチにご注意!! 
夏は攻撃性が高まる季節です
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タイプライターテキスト
7183-3566
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