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文化会館  内基調講演「犯罪被害者へ
の深い思いと被害者支援への思い」　
講師…山上皓さん（NPO法人全国被
害者支援ネットワーク理事）、トー
ク＆ライブ「性犯罪被害者の声を聴
く」女性アコースティックユニット・
PANSAKU　費無料　申込方法事前
にハガキ・電話・メール。 ・ 千
葉県生活・交通安全課☎043－223－
2333 anzen@mz.pref.chiba.lg.jp
◆こもれびまちづくり協議会・
　天王台地区社会福祉協議会　
　第12回 「高齢者の在宅生活」講座
日11月18日 ㈰13時30分 ～15時45分
内講座「介護サービスあれこれ」健康
体操＆ヘルスリズムス　講師…山口
江美さん（NPO鼓響理事）　定先着50
人　費無料　所・ ・ 11月16日㈮
までに電話・ファクス・窓口にて、住
所・氏名・電話番号を明記、近隣セン
ターこもれび☎7165－2011（10時～
17時） 7165－2201
◆マンション管理セミナー・交流会
日11月25日 ㈰13時 ～16時30分　 所
市役所分館大会議室　内「管理組合業
務を支援するために」「管理組合およ
び理事会の役割」。運営に関する意見
交換、マンション管理士の支援・助
言。対市内マンションの管理組合、管
理者、居住者　定先着30人　費無料　

・ 電話で千葉県マンション管理士
会へ☎043－244－9091（㈯・㈰を除
く10時～17時）
◆ニューモラル講演会
日11月25日 ㈰14時 ～16時30分（13
時30分受付）　所ふれあいプラザさ
かえ・ふれあいセンター（栄町安食
938の1）　内家族の絆「道徳は家庭
から」　定先着150人　費無料　 ・

米 田 勝 一 ☎090－9311－1231
0297－83－1231
◆我孫子市俳句連盟
　創立10周年記念公開講演
日11月29日㈭10時30分 ～12時15分

（10時開場）  所アビスタホール　講師
…今瀬剛一さん（元NHK俳句講師、「対
岸」俳句会主宰）　定先着150人　費無

料　 川路☎090－8569－3916
◆我孫子南まちづくり協議会
　折り紙で脳トレ!!
日11月30日㈮9時30分～11時30分　
所我孫子南近隣センター（けやきプラ
ザ9階）　内クリスマス・お正月の折
り紙　定先着30人　費200円　持ス
リッパ　 ・ 我孫子南近隣センター
☎7181－1011

募　集
◆こども発達センターの理学療法士
　（嘱託職員）
雇用期間12月1日～平成25年3月31
日　勤務日時日数・曜日は要相談。8
時30分～17時　勤務内容就学前のお
子さんの個別理学療法。定1人（経験
者）　賃金時給2840円（通勤手当別途
支給）　選考方法面接  申込方法事前
連絡の上、郵送もしくは本人が持参。
履歴書（写真貼

ち ょ う ふ

付）に必要事項を明記
し、資格・免許の写しを添付。締切
日11月15日㈭必着　 ・ こども発
達センター〒270－1112新木1637☎
7188－0472
◆難病訪問相談員
雇用期間平成25年3月31日まで　対
象保健師、助産師、看護師いずれかの
資格を有する方　内管内（松戸市・流
山市・我孫子市）で在宅療養されてい
る難病患者さんと家族に対する訪問相
談・療養支援。 ・ 松戸保健所健康
生活支援課☎047－361－2139
◆第3回「輝け！健康県ちば宣言」
　作品募集
募集部門川柳、絵手紙　募集枠「一
般（高校生以上）」「ジュニア（中学生以
下）」　期間11月30日㈮まで（消印有
効）　詳しくは、ホームページをご覧
ください。 http://www.chiba100.
net/

お知らせ
◆地域活動インターンシップ
　説明会を開催

日11月5日㈪10時30分～11時30分　  
所あびこ市民活動ステーション（けや
きプラザ10階）　内体験方法の説明、
受入団体（約60の団体・施設）の紹介
など　定先着15人　費無料　 ・
市民活動支援課☎7185－1467。ファ
クスの場合は住所、氏名、電話番号を
明示し 7185－5777 
◆一日金融公庫開設
日11月13日㈫10時～15時  所我孫子
市商工会　内事業資金融資について
の相談  11月9日㈮までに商工会☎
7182－3131
◆手賀沼ミニSL回数券販売終了
　のお知らせ
　ミニSL回数券の販売が終了となり
ました。現在、お持ちの回数券は、平
成25年3月31日㈰までの営業日に使
用をお願いします。なお、それ以降は
無効となりますのでご了承ください。

㈶我孫子市あゆみの郷・都市建設
公 社 ☎7183－1130、090－4520－
3603（携帯は㈯・㈰・㈷のみ）
◆工事に伴う手賀沼遊歩道の迂

う

回
か い

について
　「若松第3・第4・第5排水樋管築造
工事」に伴い、11月より若松地区の手
賀沼遊歩道の一部で、迂回が発生しま
す。詳しくは随時HPなどで情報を発

信します。ご迷惑をおかけしますが、
ご協力をお願いします。 治水課☎
7185－1509
◆シエラレオネ共和国　コレラ流行に
　対する救援金の受付について
受付期間11月30日㈮まで　受付方法
郵便振替で、口座番号「00110－2－
5606」・口座名義「日本赤十字社」・通
信欄「シエラレオネ救援」と明記。受
領証を希望する方は、「受領証希望」と
明記し、住所、氏名、電話番号を記載。
郵便局窓口での取り扱いの場合、送金
手数料は無料。 社会福祉課・内線
377
◆ご存知ですか？労働委員会
　～雇用のトラブル まず相談～
　解雇、雇止め、配転、降格などの
トラブルについて個別的労使紛争の
あっせんを行っています。◎簡単な手
続き・費用無料・秘密厳守  ・ 千
葉県労働委員会事務局☎043－223－
3735 043－201－0606
◆裁判員候補者名簿記載通知について
　平成25年の裁判員候補者名簿に登
録された方には、11月中旬に名簿記
載通知が送付されます。 千葉地方
裁判所事務局総務課☎043－222－
0165

クル・タイムラ☎7182－3698
▼ガールスカウト1日体験入団「ガー
ルスカウトと遊ぼう！」　11月23日㈷
11時～14時。ふれあいキャンプ場。
野外で楽しく元気に食べて遊ぶ。5歳
～小学生女子。無料。飲み水、敷物持
参。 北嶋☎090－2176－3519
▼クリスマスゴスペルコンサート　
11月23日㈷①13時②15時。アビイク
オーレ（イトーヨーカドー我孫子南口
店）1階。入場無料。 柏オールソウ
ルズゴスペルクワイヤ☎080－3380
－2530

やってみよう
会員・仲間募集

▼カラオケ愛サークル　毎週㈬12時
～15時。アビスタほか。初めての方
でも楽器で音を確認しながら進めるの

でリズム感・音程がしっかり身に付き
ます。若干名。入1000円。月3000円。

今井☎7185－0382
▼讃美歌を歌う会　毎月第3㈮10時～
12時。近セこもれびほか。ご一緒に
讃美歌を歌いませんか。※11月は16
日㈮に開催。月200円。

堀越☎080－5535－4335　
▼社交ダンスで楽しい人生を！　毎月
3回、㈪19時～21時。入2000円、月
3000円。プロが親切に指導します。
※11月は5日、19日アビスタ、26日
布佐南近セ。 サークル・マチ・今井
☎090－6152－1818
▼ソフトバレーボールサークル「ウィ
ニングフェニックス」　毎月第1・3・5
㈯19時～21時。布佐中学校体育館。
初 心 者 歓 迎。 年1000円。 お 気 軽 に
お問合せください。 岡崎☎090－
5418－0801

月の11 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

紙クラブ教室
（ハンガー作り）

8日㈭
10時～14時30分 3人 300円

古いフェイスタオル2～3枚、ま
たはバスタオル、ミシン糸、裁
縫道具、昼食、材料費250円

布バッグ作り教室 9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・ペイント教室共催
（糸のこぎり・クリスマス
　グッズ作り）
２回とも参加できる方

13日㈫　木工
10時～12時
16日㈮　ペイント
9時30分～12時

5人 １回
300円

13日　なし
16日　トールペイント用平筆、
丸筆（ある方）、ぞうきん、エプ
ロン、材料費100円

木で作る〈孫のための〉
おもちゃ教室（トラック）
２回連続で参加できる方

13日㈫、20日㈫
10時～12時 5人

初回
のみ
600円

なし

布クラブ教室
（チャンチャンコ）
２回とも参加できる方

13日㈫、27日㈫
9時30分～15時 5人 １回

300円
ほどいたウールの着物、ミシン
糸、裁縫道具、昼食

布クラブ教室
（ウールで作るロングベスト）

14日㈬
10時～15時 3人 300円 ほどいたウールの着物1枚分、ミシン糸、裁縫道具、昼食

布ぞうり教室
①午前 ②午後

15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

布クラブ教室
（和柄で作るクリスマスツリー）

15日㈭
①9時30分～12時
②13時～15時

各5人 300円
布地巾30㎝×40㎝を4枚、ミシン糸、
裁縫道具、材料費800円（綿200g300
円）ある方はお持ちください

包丁研ぎ教室 17日㈯10時～12時 5人 300円 包丁は一人2本まで
紙クラブ教室
（チラシでバスケット）

21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
（ネクタイからポシェット）

21日㈬
9時30分～15時 5人 300円 厚地のネクタイ1本、裏布50㎝×

20㎝、ミシン糸、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

■ 「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」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

■ 「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

※申し込み方法：申し込みは本人に限る（1家族1教室、詳細は工房に問い合わせを）月曜日（休館日）を除く
毎日【電話のみ受付】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）。なお、キャンセル待ちの方は、参加希望教室開催日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11月25日㈰10時～12時30分まで（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）なお、
身障者団体の方はその旨を記入してください。　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 青山450
番地「ふれあい工房」まで。11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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