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 楽 は「あびこ楽校（市が提供する様々な生涯学習事業の総称）」の事業です。
市役所の代表電話番号☎04−7185−1111 市ホームページアドレス http://www.city.abiko.chiba.jp/

費2500円　持ビニール手袋・園芸用
スコップ・エプロン　 ・ 電話（月
～土曜10～17時）・メール・ファクス
で希望日時、住所、氏名、電話番号
を明示の上、NPOテラス21（主催:公
園 緑 地 課 ）☎7160－3711 7160－
3722 terrace21@terrace21.com
◆危険物取扱者試験および危険物取扱
　者受験者講習会
①危険物取扱者試験　日11月18日㈰
所日本大学生産工学部津田沼校舎　
②危険物取扱者受験者講習会（希望者
のみ）　日10月22日㈪　所松戸商工
会議所　受講料3500円（テキスト代別
途）　 願書（各消防署・分署に用意）
に必要事項を明記し、9月4日㈫～12
日㈬までに消防試験研究センター千
葉支部へ郵送。　 消防本部予防課☎
7181－7702

募　集
◆こども発達センター言語聴覚士・
　理学療法士（嘱託職員）
雇用期間10月1日～ 平 成25年3月31
日。出勤日数および曜日は応相談。8
時30分～17時　※詳しくは、市ホーム
ページに掲載しています。 ・ 事前
連絡の上、郵送または本人が持参。履
歴書（写真貼

ち ょ う ふ

付）に必要事項を明記し、
免許の写しを添付の上（9月20日㈭必
着）我孫子市こども発達センター〒
270－1112新木1637☎7188－0472
◆フリーバザール2012 出展者
日10月13日㈯10時～15時（雨天時14
日㈰）　所我孫子駅南口周辺　定・費1
区画2000円（間口3m×奥行き2m）、
先着60区画　申込方法9月19日㈬ま
でに我孫子市商工会へ直接または電話
で。※飲食許可業者以外の飲食品の取
り扱い不可。 我孫子市民まつり実行
委員会☎7182－3131

お知らせ

◆我孫子駅北口土地区画整理事業の
　事業計画変更に伴う縦覧
　この事業の利害関係者で意見のある
方は、9月28日㈮までの間に県知事に
対し意見書を提出することができま
す。縦覧期間9月1日㈯～14日㈮8時
30分～17時（土・日曜日も実施しま
す）　縦覧場所・ 地域整備課☎7185
－1171
◆犬猫譲渡会
日9月2日・9日・23日、10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　 瓜田☎080
－5195－0400
◆暮らしとこころの相談会
日9月15日㈯13時～16時　所千葉県
弁護士会松戸支部（松戸市松戸1281
の29）　内お金やこころの問題などに
ついて弁護士と臨床心理士らがお聞き
します　費無料（予約不要。直接会場
へ）　 千葉県弁護士会☎043－227
－8431(平日のみ、9時～12時、13時
～17時)
◆司法書士による無料電話相談
日毎週月・水曜日14時～17時　内登
記、相続、債務や日常生活のトラブ
ルなどについての無料電話相談（予約
不要）。　 千葉司法書士会☎0120－
971－438（フリーダイヤル）
◆下水道排水設備工事責任技術者
　共通試験
日平成25年1月19日㈯　所千葉県労
働者福祉センター（千葉市中央区千葉
港4の4）　対平成5年1月20日以前に
生まれた方で、修学歴、下水道排水設
備工事に関する職歴により一定の経験
年数等を有するもの　受験料1万円　
申込方法所定の書類を事務局へ郵送　
申込書受付期間9月3日㈪～10月25日
㈭（当日消印有効）　申込配布期間9月
3日㈪～10月15日㈪（㈯・㈰・祝日を
除く）　申込書配布場所・ 千葉県下
水道事務局（千葉市役所下水道経営課
内）☎043－245－6112

▼いきいき囲碁クラブ会員　毎日13
時～17時（月曜定休）。湖北駅南口マ
ツモトキヨシ2軒隣。会員は有段者50
名在籍中。初級・中級・上級でもっと
強くなりたい方、㈭の午後に参加くだ
さい。 岡田☎090－1405－2870
▼ソフトヨガ会員　ストレッチ感覚の
やさしいヨガです。毎週㈪か㈭19時
30分～20時45分。体験可。入1000円、
月3000円。湖北台10丁目自治会館　

鎌田（19時以降）または直接会場へ
☎7149－3831
▼バドミントン「スマイルV

ファイブ

」　毎週㈭
13時～15時。市民体育館。家庭婦人対
象、初心者歓迎。入1000円、月1500円。
毎回コーチの指導有。1回600円で体
験参加も可。 富田☎7185－4686
▼手工芸連盟 10月生 パンフラワー
毎 月 第1・ 第3㈫9時30分 ～11時30
分。アビスタ。はじめての方歓迎。　
月2000円（材料費別途）。 阿部☎
7182－8556

▼手工芸連盟 10月生 ポタリアート
毎月第1・第3㈮午前。新木団地自治
会館。月2500円。藍色の絵具で実用
食器・装飾品、場合によってはカラー
で制作します。 神蔵☎7187－3292
▼体調を整えるための健康治療体操
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。 ㈳自彊術普及会千葉県支
部・井戸☎7183－1939
▼花を愛する方! 市内地域で少しだ
けお役にたちませんか　㈭10時～12
時。特別養護老人ホーム・障害者施設
での育苗、花壇づくり・管理など。年
1000円。 花と緑の会・原田☎090
－9013－8120
▼柏ジュニアストリングオーケストラ　
月2回㈰午前中。柏市沼南公民館。小
学1年生以上、初心者歓迎。入5000円、
月2000円。 石田☎7139－6069

月の9 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
布クラブ教室
（傘布でエコバッグ） 12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
（牛乳パックで正座用イス）13日㈭10時～15時 3人 300円

キルティング50㎝×50㎝、強
い木綿糸、布ガムテープ1巻、ミ
シン糸、裁縫道具、昼食

木工教室
（ティッシュケース） 14日㈮10時～12時 5人 300円 なし

布バッグ作り教室 14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
包丁研ぎ教室 15日㈯10時～12時 5人 300円 包丁は1人2本まで
布クラブ教室
（和布から手提袋）
①午前 ②午後

19日㈬
①9時30分～12時
②13時～15時

各5人 300円 和服袖2枚分、裏布、着物巾×80㎝、ミシン糸、裁縫道具

紙クラブ教室
（チラシでバスケット）

19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（帽子） 20日㈭
9時30分～15時 5人 300円

表地（和布でも可）110㎝×55
㎝、裏地70㎝×55㎝、ミシン糸、
裁縫道具、昼食、材料費42０円

布ぞうり作り教室
①午前 ②午後

20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

ペイント教室
（大人から子供まで
  遊べる絵あわせカード）

21日㈮10時～15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、昼
食、材料費100円

■ 「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

■ 「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

■ 「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

■ 「ペイント相談日」
第1金曜日10時～15時

■「布バッグ相談日」
第2水曜日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。

●予定されていたリサイクル家具バザーは中止となりました。

講演会「白瀬南極探検隊」杉村楚人冠記念館 楽
　9月30日㈰まで行われている企画展「白瀬中尉の南極探検と楚人冠」に
関連し、2度にわたり南極観測隊長を務められた渡

わ た な べ

邉興
お き つ ぐ

亞さんによる講演
会を開催します。あわせて南極の記録映像の上映も行います。当日は、
南極の氷の展示もあります。

日　時　9月15日㈯午後2時～午後4時（午後1時30分開場）
場　所　アビスタ・ホール
講演者　渡邉興亞さん（国立極地研究所名誉教授）
費　用　無料（予約不要、先着90人）

杉村楚人冠記念館 ☎7182－8578

日程・内容 下表参照　
時間　①午後1時～2時15分 ②2時30分～3時45分（講義60分、質疑応答15分）
場所　川村学園女子大学（定員なし・費用無料）
申込方法　ハガキ、ファクス、Ｅメール。講座名、申込講座番号、住所、
　　　　　氏

ふ り が な

名、電話番号を明記。
締切日　9月30日㈰

・ 　〒270－1138下ヶ戸1133川村学園女子大学公開講座係（庶務課）
　　　　☎7183－5526 、 7183－0115、 s.toda@kgwu.ac.jp
　　　　 http://www.kgwu.ac.jp/event/open.html
☆全8講座に参加された方には、修了証を交付します。

講座
番号 講　座　名 講　師 実施

時間 実施日

１ 宮廷女房という生き方
－『とはずがたり』の世界－ 今関敏子 ① 10／20 ㈯

２ 史料で読む和宮の生涯 西川   誠 ②
３ ヴェールの文化史 山本由美子 ①

10／27 ㈯４ ジマイマは森へ行った －ビアトリク
ス・ポターの作品にみる女性の自立－ 菱田信彦 ②

５ 旅する女性作家
－K.マンスフィールドの旅－ 手塚裕子 ①

11／10 ㈯
６ 「女は天の半分を支える」

－近現代中国と女性の労働－ 高津純也 ②

７ 光明皇后
－皇女にあらざる皇后の苦闘－ 梅村恵子 ① 11／17 ㈯

８ いのり、うたう、沖縄の女性たち 酒井正子 ②

開学25周年記念
  川村学園女子大学公開講座「女性と文化」

http://www.kgwu.ac.jp/event/open.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/
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