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峠2264クリーンセンターまで（12月
21日㈮必着）☎7187－0015
◆障害福祉サービス事業所みずき
　生活支援員
採用日平成25年4月1日　勤務場所障
害福祉サービス事業所みずき（古戸
804）　勤務内容・形態知的障害者の
支援。正職員…㈪～㈮8時30分～17
時。基本給17万5000円～。臨時職員
…週4日9時～16時。時給830円～　
対・定福祉系資格・運転免許を有する
方、若干名　提出書類12月25日㈫ま
でに履歴書（写真貼

ち ょ う ふ

付）、正職員のみ
1000字程度のレポート（『利用者を支
援する際に心がけている事・必要な事
について』『障害のある人またはその
家族と接する際に気をつけること』『目
指す職員像』のうち1つ）を持参。※面
接は1月中旬予定。 同事業所・田中
☎7187－5171
◆取手グリーンスポーツセンター
　第3期定期教室参加者
　平成25年1月～3月のスポーツ・カ
ルチャー教室受講生を募集します。　

往復ハガキ（電話不可）で、〒302－
0032取手市大字野々井1299取手グ
リーンスポーツセンターまで（12月21
日㈮必着）※結果は12月22日㈯以降、
返信用ハガキでお知らせします。　
同スポーツセンター☎0297－78－
9090。詳しくはホームページ（http://
www.toride-green-spocen.com）

お知らせ
◆市有地を売却しています
　市では、次の市有地（3区画）を売
却しています。場所南新木3丁目15番
25、（216.21㎡）、並木9丁目1583番
4（98.29㎡）、新木野1丁目1983番4

（346.00㎡）　用途市街化区域　決定
一般競争入札　期限12月6日㈭17時
まで（入札書必着）※入札方法など詳し
くは、市ホームページをご覧くださ
い。　 施設管理課☎7185－1289
◆猫犬譲渡会
日・所12月2日㈰、平成25年1月6日
㈰我孫子市気象台記念公園（雨天中

止）、12月16日㈰・平成25年1月20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
◆り災証明書の新規受付終了のお知らせ
　東日本大震災を原因とした「り災証
明書」の新規申請受付を、被害状況の
確認が難しいため、12月28日㈮をもっ
て終了します。なお、「り災証明書」の
再発行および「り災届出証明書」の新規
申請は引き続き受付します。「り災証明
書」の新規申請を希望する方は、印鑑
と本人が確認できるもの（免許証など）
を持参し、申請してください。　 市
民安全課・内線295
◆我孫子市公共施設使用者登録カード
　（体育館などの施設）の更新手続き
受付期間平成25年1月31日㈭まで8時
45分～20時（休館日：12月17日㈪、
29日 ㈯ ～ 平 成25年1月4日 ㈮、28日
㈪）　所市民体育館窓口　対団体番
号43000625～43000905、個人番号
42001496～42001962の 方 持 本 人
が確認できるもの（健康保険証など）、
我孫子市公共施設使用者登録カード、
案内ハガキ　 市民体育館☎7187－
1155
◆ミニSL・レンタサイクル
　冬季休業期間のお知らせ
　手賀沼ミニSL・手賀沼周遊レンタ
サイクルは、12月1日～平成25年3月
19日㈫まで冬季休業します（3月20日
㈷再開）。※12月1日・2日は我孫子市
民フェスタでミニSLを特別運行しま
す。 ㈶我孫子市あゆみの郷・都市
建設公社☎7183－1130（平日のみ）
◆鹿児島県奄美地方台風災害に伴う
　義援金の受付
受付期間12月31日㈪まで。受付方法
銀行振込。義援金名称「平成24年鹿児
島県奄美地方台風災害義援金」、銀行
名鹿児島銀行鴨池支店、口座番号普通
預金「664155」、口座名義「日本赤十
字社鹿児島県支部　支部長　伊藤祐一
郎」。※受領証を希望する方は、日本
赤十字社鹿児島県支部（☎099－252
－0600）まで。救援物資の受付はしま

せん。鹿児島県に設置される義援金配
分委員会を通じて被災者の方に届けら
れます。 社会福祉課・内線377
◆平成24年工業統計調査
　経済産業省では工業の実態を明らか
にするため、製造業を営む事業所を対
象に、工業統計調査を実施します。12
月中旬から調査員（調査員証を携帯）
が伺いますので、ご協力をお願いしま
す。 総務課・内線229
◆特設人権相談所開設『12月4日～
　10日は人権週間』
日12月5日㈬10時～15時　所市役所

社会福祉課（西別館）　内いじめ、家
庭問題、いやがらせなど、人権上の問
題や悩みごとなどの相談を人権擁護員
がお受けします。　 社会福祉課・内
線432
◆北朝鮮人権侵害問題啓発週間
　北朝鮮の人権侵害問題に関する国民
の認識を深めるとともに、国際社会と
連携しながら北朝鮮の人権侵害の実態
を解明し、人権侵害を抑止することを
目的として、毎年12月10日～16日を

「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定め
ています。　 社会福祉課・内線393

▼グリーンキルターズパッチワーク
キルト展　12月15日㈯～18日㈫、10
時～17時（最終日は16時まで）。あび
こ市民プラザ。入場無料。 窪田☎
7189－2564
▼クリスマス大ダンスパーティ♪　
12月22日 ㈯13時50分 ～16時30分。
あびこ市民プラザ。「プロデモ長岡哲
也・渡辺」。当1300円、前売り1000円。
ケーキ、プレゼント、ミキシング。主・

フレンドリィ☎7184－4897
▼1日はやいクリスマスイブイブコン
サート　12月22日㈯17時30分。けや
きプラザ。高須洋美、石崎翔子ほかに
よるフルート、チェロ他の演奏。「花の
ワルツ」他。1000円（前売り700円）。

高須☎7184－2526
▼我孫子中合唱部クリスマスコンサー
ト　12月23日㈷13時30分開演。近セ

こもれび。無料。1部はクラシックか
らポップスまで。2部はコミカルな劇
も。 我孫子中・松岡☎7182－5191
▶フラ無料体験　ちびっこ・ママ・バ
ーバもフラガールに！基礎から教えま
す　平成25年1月12日・19日・26日
いずれも㈯10時～12時。天王台南口
八谷スタジオ。講師…佐野晴美。

　春日☎ 7184－6944

やってみよう
会員・仲間募集

▼社交ダンス（多少踊れる方）　毎週㈪
12時30分～14時30分。アビスタ。月
3500円。男性歓迎。初級クラスも募
集。問い合わせ下さい。 サークル・
ミモザ・芳賀☎7184－9208

月の12 青山450番地
☎7186－5500月の2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
（牛乳パックでスツール） 13日㈭10時～15時 3人 300円

キルティング100㎝×60㎝、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（健康踏み台） 14日㈮10時～12時 5人 300円 なし
包丁研ぎ教室 15日㈯10時～12時 8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）

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（お雛さま） 19日㈬
9時30分～15時 5人 300円 裁縫道具、昼食、材料費400円

布ぞうり教室
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

布クラブ教室（帽子） 20日㈭
9時30分～15時 5人 300円

巾110㎝×55㎝の布（和布で
も可）、裏布70㎝×55㎝、ミシ
ン糸、裁縫道具、昼食、材料費
420円

ペイント教室
（飾れて遊べる羽子板）

21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）、ぞうきん、エプロ
ン、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

■ 「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

■ 「布クラブ相談日」
第1火曜日・第2木曜日10時～15時

■ 「おもちゃの病院」
第1・2・4日曜日13時～16時、第3日曜日休み

■ 「布ぞうり相談日」第3火曜日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。

　市の臨時職員（事務補佐員）を希望される方は、事前に登録が必要です。
事務補佐員の新規登録は2年に1回ですので、この機会に登録してください。
※以前に登録された方も新たに登録してください。
任用期間　12月から平成26年11月までの期間内で登録者から必要に応じて
面接等の後、原則6か月以内の期間で任用
勤務場所　市役所、教育委員会ほか
要件　職務（受付や書類確認業務、パソコン等の操作など）に適性があり、
健康で意欲的な方
賃金　時給830円
※通勤手当は別途支給。社会保険・有給休暇あり
申込方法　登録申込書（総務課、各行政サービスセンターに用意）に必要事
項を明記し、写真貼

ち ょ う ふ

付のうえ、12月21日㈮までに本人が持参（土・日曜を
除く）

　総務課・内線232

日時 12月15日㈯13時30分～16時15分（受付12時30分～）
場所 中央学院100周年大学記念館（本館）3階131教室（費用無料）
内容 ①瑞宝中緩章受章記念講演「学問と人生－研究遍歴から思うこと」…
菊池敏夫さん（社会システム研究所客員教授）　②「生活者の視点で社会をつ
くる」…福嶋浩彦さん（社会システム研究所教授）、小熊智子さん（消費者庁）
定員 先着250人（申込不要。直接会場へ）
※駐車場（無料）あり。また、大学スクールバス（無料：12時35分、12時50分、
　13時、14時、14時30分）が我孫子駅北口から出ています。

　中央学院大学社会システム研究所☎7183－6522

第6回 中央学院大学社会システム研究所講演会

市の臨時職員（事務補佐員）登録受け付け

年末・年始の休館日　12 月 29 日㈯～ 1 月 4 日㈮

http://www.toride-green-spocen.com/
http://www.toride-green-spocen.com/
http://www.city.abiko.chiba.jp/
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