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〈無料・申込不要〉　内高齢者孤立化防
止活動のDVDを見て、なにが地域社
会に必要か話し合いましょう。主催あ
びこ思いやりを広める会　 田中☎
7188－6271、中島☎7185－2612
◆我孫子南まちづくり協議会　
　パソコン講座（年賀状）
日・内10月19日㈮テンプレートで年
賀状・20日㈯エクセルで年賀状。い
ずれも13時～16時30分　所我孫子南
近隣センター第1会議室　定各日先着
15人（パソコン貸し出しは5人まで）　
費700円（テキスト代含む）　 ・ 我
孫子南近隣センター☎7181－1011
◆こもれびまちづくり協議会　
　そば打ち教室
日11月4日・11日・25日いずれも㈰
9時30分～13時30分（全3回）　所近隣
センターこもれび・調理室　対・定全
日程参加できる方、10人（応募者多数
時は抽選）　費1回1500円　持頭巾、
エプロン、タオル、箸

は し

、持ち帰り容器
（クッキー缶のようなもの）　 ・ 往
復ハガキに教室名、住所、電話番号、
氏名を明記し、10月15日㈪までに〒
270－1144東我孫子1の41の33近隣
センターこもれび☎7165－2011（10
時～17時）
◆不妊セミナー「不妊はなぜ苦しい

の？～不妊の悩みを理解し、自分
らしい選択をするために～」

日11月21日㈬10時～12時　所松戸健
康福祉センター　内不妊の悩みについ
て知り、ストレスを和らげるリラック
ス法を学ぶ。講師…赤城惠子さん（あ
かぎけいこカウンセリングルーム）　
対・定不妊に悩む方、先着40人（要予
約）　費無料　 ・ 10月26日㈮まで
に電話で松戸健康福祉センター☎047
－361－2138
◆思春期講座「思春期の子ども達に伝

えたい生と性の話」
日11月30日㈮14時～16時　所我孫子
北近隣センター並木本館　内講演、
意見交換。命の大切さや思春期世代の
健康管理について、子どもから大人へ
の心身の変化について。講師…足立千

賀子さん（社団法人千葉県助産師会会
長）　対・定中学生の子どもを持つ保
護者50人（先着順、予約制）　費無料　

10月31日㈬までに電話で　 松戸
健康福祉センター☎047－361－2138

募　集
◆こども発達センター理学療法士・
　言語聴覚士（嘱託職員）
雇 用 期 間11月1日～ 平 成25年3月31
日。出勤日数・曜日は要相談。8時30
分～17時。対各1人※詳しくは市ホー
ムページに掲載。申込方法事前連絡
の上、郵送・本人持参。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（10月18日㈭必着）。所・
・ こども発達センター〒270－1112
新木1637☎7188－0472
◆北千葉広域水道企業団職員
　（平成25年４月採用）
職種 事務（上級）1人程度　詳しくは
企 業 団 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
kitachiba-water.or.jp/）をご覧くだ
さい。 北千葉広域水道企業団総務調
整室☎047－345－3211
◆我孫子市 和太鼓まつり出店者
日11月18日㈰10時～15時※雨天中
止　所湖北台中央公園　1区画2000
円（間口3ｍ×奥行き2ｍ）※テントな
し　対市内事業者　定先着30区画　

・ ハガキ。店名、品目、代表者名、
住所、電話番号を明記し10月31日㈬
必着で〒270－1132湖北台3の2の8
林文

ふ み あ き

昭まで。☎7187－0333
◆第2回 グリスポ祭り（10月27日㈯

開催）フリーマーケット出店者
申込方法往復ハガキ。※電話での申
し込み、予約は不可。締切日10月15
日㈪必着（応募多数時抽選）※詳しい
内容や申込方法などは、取手グリー
ンスポーツセンター受付か、ホーム
ペ ー ジ（http://www.toride-green-
spocen.com）をご覧ください。　所・

取手グリーンスポーツセンター☎
0297－78－9090

お知らせ
◆平成24年度 NPO法人我孫子市
　体育協会各種表彰式
日10月6日㈯12時15分～12時55分　
所市民体育館メインアリーナ　 ス
ポーツ振興に尽力された方、過去１
年間で県大会以上で優秀な成績を残
された方の表彰。※観覧できます。
NPO法人我孫子市体育協会☎7187－
7110
◆法の日無料法律相談会
日10月6日㈯13時～16時（予約不要。
ただし1人30分まで） 所・ 千葉県弁
護士会松戸支部☎047－366－1211
◆行政書士会　街頭無料相談会
日①10月6日㈯・7日㈰11時～16時、
JR松戸駅西口広場　②10月13日㈯10
時～16時、JR柏駅東口スカイプラザ
ピロティー（各日とも荒天中止）　内
相続、遺言、成年後見その他官公署へ
の許認可手続きなどの相談。申込不要。
直接会場へ　 千葉県行政書士会東葛
支部☎7183－2132
◆猫犬譲渡会
日10月7日、11月4日気象台記念公園

（雨天中止）、10月21日、11月18日市
役所駐車場（雨天実施）。いずれも㈰
11時～14時　※持ち込みは要事前連
絡。引き取りは行っていません。
ねこわんこ☎080－8723－9550
◆無料調停相談会
日10月20日 ㈯10時 ～15時　 所 我 孫
子南近隣センター（けやきプラザ9階） 
※申込不要、直接会場へ（午前中混雑）
内離婚・遺産分割など家庭内のもめご
とやお金の貸し借りなどの民事上のト
ラブルによる調停の利用などについて
裁判所の調停委員が無料で相談に応じ
ます。※現在裁判中や調停中の事件の
相談はできません。 千葉地方・家庭
裁判所松戸支部☎047－368－5141
◆就活マナーセミナー
　（ジョブカフェ出張版）
日10月25日㈭13時～15時30分（受付
12時50分）　所あびこ市民プラザ　内

就職活動に必要なマナーや立ち居振る
舞いなどを実践で学ぶ。※希望者は、
セミナー終了後、ちょこっと相談（10
分程度）が可能。〈予約時に申し出・先
着8人程度〉　対・定就職を希望して
いる15～39歳までの方、20人（予約
制）　費無料　 ・ ジョブカフェち
ば☎047－426－8471、商工観光課
☎7185－1475（㈪～㈮9時～17時）
◆マンション問題個別相談会
日10月28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10月19
日㈮までに建築住宅課・内線529
◆子育てお母さんの再就職セミナー
　および生活就労に関する出張相談
日10月31日㈬　所アビスタ　内◎セ
ミナー…10時～12時30分（受付9時
45分～）。保育施設の利用、資格と職
業訓練、キャリアプランの作成など。
対・定子育て中で再就職を希望する
方、20人（要予約）※託児あり、15人（要
予約・10月22日㈪までに電話）　◎生
活就労に関する出張相談。9時30分～
16時15分の間で1人45分。　定7人　

・ 商工観光課☎7185－1475
◆菜の花家族（里親）募集
　柏児童相談所では、さまざまな事情
から家庭で暮らすことができない子ど
もたちに、家庭のぬくもりと愛情を
もって育ててくださる方を募集してい
ます。詳しくはお問い合わせください。

千葉県柏児童相談所☎7131－7175
◆平成24年度 市営住宅入居者募集
　中止のお知らせ
　毎年10月に市営住宅の入居者募集
を行っていますが、平成26年末に廃
止予定の団地があり、現入居者の住み
替えが必要なことから、今年度の入居
者募集を中止します。 建築住宅課・
内線570

▼下水処理場の仕組みについて学びま
せんか？　10月21日㈰10時～15時。
我孫子市産業まつり。来場者に下敷き
配布。　出展企業…水ing・メタス・特
産JV。 吉田☎7189－6820
▼療養講演会・相談会　10月21日㈰
13時30分～15時30分。さわやか千葉
県民プラザ。関節リウマチについて。
講師…鈴木医師、河本医師。当日先着
70人。無料。 日本リウマチ友の会・
渡部☎043－234－5230
▼エンジョイ楽々ジャズダンス　10月の
月曜3回。15時30分～17時。アビスタ。
ストレッチやリンパ体操、ステップの練習
など。初回無料。1回1000円。 NPO法
人わごころ・鴨田☎ 7186－5665
▼我孫子聖仁会病院から介護保険相談
のお知らせ　10月は毎週㈭9時～12時。
1階ラウンジ。相談無料。介護保険で

お困りのことなど気軽にご相談くださ
い。 同院地域連携室☎7181－1100

やってみよう
会員・仲間募集

▼楽しい英会話　毎週㈭10時～12時。
アビスタ、近セこもれびにて簡単な日
常会話を楽しんでいます。月3500円。

遠藤☎7183－3069
▼マンドリンアンサンブル「チャオ・マ
ンドリーノ」　毎週㈮午後。近セこもれ
び。基本と優しい曲のアンサンブル。
若干名（マンドラ、マンドセロ、ギター
も）。月3000円。 平山☎7184－2673
▼柏フィルハーモニー合唱団　毎週㈮
18時45分～20時50分。アミュゼ柏ほ
か。月4000円。混声合唱団で2年ご
とにオーケストラ付で定期演奏会を

実施。学生・初心者歓迎。 平野☎
7186－2782
▼原文・シェイクスピアをかじろう会
毎月第1㈮10時～12時。アビスタ。無
料（ただし、会場借り上げ費は負担）。
数名。 山本☎7132－6072
▼我孫子太鼓の会　毎週㈯㈰ほか相
談。市内近セ。福祉施設、地域イベン
トで演奏。老若男女、初心者大歓迎。
常時見学可。月2000円。

平野☎090－8808－1249
▼♪楽しい社交ダンス♪　10月7日・14
日・28日いずれも ㈰。10時～11時50
分。アビスタ。入2000円。月3000円。
プロが親切に指導します。女性・初心
者♪歓迎。 ハッピー・フレンズ・鳥居
☎090－8004－3166
▼ハーモニカ・メイツあびこ　毎月第2・
4㈭（㈫㈮㈯も可）13時～16時30分。湖

北台近セ。初心者もOK先着5人。入500
円。月1000円。 髙田（我孫子市生涯学
習センター市民講師）☎7188－0431
▼ヴォーチェ・スペランツァ　月3回
㈮18時30分～21時。我孫子南近セ。
ア・カペラ混声アンサンブル。特に女
声パート。入1000円。月3000円。
同会☎7183－6737
▼あびこ市歩こう会　毎月第2㈰。年
1800円。体験日…10月14日㈰8時35
分集合。（雨天中止）。湖北駅北口。約
10㎞歩く（昼食持参）。費300円。 米
川☎090－2458－6686
▼石こうデッサン「青の会」　毎月第2
日曜13時30分から3時間。近セこも
れび。全ての絵の基本となる石こう
デッサンを基礎から学びます。若干
名。入2000円。月500円。 「青の会」・
類
る い ち

地☎7182－8135
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