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日5月27日㈰13時～15時 講師川合
美津子さん（元学校栄養士） 定16人
（応募者多数の場合は抽選） 費800円

（材料費） 持エプロン、三角巾、ふき
ん2枚、
まきす
（大・小）
、持ち帰り容器、
筆記用具 所・ ・ 5月18日㈮必着
で往復はがきに氏名・住所・電話番
号・年齢を明記し郵送または窓口に返
信用のはがきを持参。〒270－1122
中里81の3湖北地区公民館☎7188－
4433

こもれびまち協･天王台地区社協
第43回 シニアいきいき講座

日5月27日㈰13時30分～15時40分
所近隣センターこもれび 内講座「介
護予防の取り組み」
、サウンドフープ
体操＆ヘルスリズムス。講師…山口江

美さん（NPO「鼓響」理事長） 定先着
・ 5月25日㈮ま
50人 費無料
でに電話･ファクス・窓口で、住所・

募集 
学校安全管理員（臨時職員）
任期登録者の中から必要に応じて学期

ごとに任用 勤務日時学校授業日（週
3～4日、1日4時間） 勤務場所各小
学校 内学校内外の巡回、登下校時の
児童の見守りなど 定若干名 賃金時
・ 6
給870円 選考書類、面接
月18日㈪までに学校教育課☎7185－
1267

お知らせ 
犬猫譲渡会
日5月13日㈰・27日㈰、6月10日㈰・

24日㈰12時～15時（荒天中止） 所市
役所駐車場※持ち込みは要事前連絡。
保護犬猫の引き取りは不可。詳しくは
我孫子犬
お問い合わせください
猫里親会☎090－1618－2502

氏名・電話番号を明示。天王台地区
日立総合経営研修所 春の庭園公開
社会福祉協議会☎ 7183－9009（祝
休止のお知らせ
日、第2・4㈫を除く平日9時～16時） 「春の庭園公開」は、主催者である「我
心臓ペースメーカーに関する
講演と勉強会
日5月27日㈰13時〜15時30分 所ア

ミュゼ柏 講師渡邊寛さん（取手医師
会病院副院長） 対・定心臓ペースメー
カー装着者・装着予定者、先着70人

（要申込） 費1000円（当日支払い）
・ 日本心臓ペースメーカー友の会・
長澤☎ 7183－0525
第24回 卓球講習会（初心者向け）

日・対6月17日㈰9時30分～12時30
分（中学生）
、13時30分～16時30分
（小学生以下・高校生以上） 所市民体

育館 内初心者・未経験者向けの卓球
体験。希望に応じ顧問の先生を対象
とした練習メニューの講習あり 費
1000円（中学生以下・顧問200円、
高校生500円） 持室内用運動靴、卓
球用具（お持ちの方） ・ 6月1日

㈮までにはがき・Eメールで住所・氏
名・電話番号を明記。〒270－1158
船戸1の6の10古田岳志 furuta_tt
@yahoo.co.jp☎7128－8607

銀座カンカン娘、古城、思い出の渚、
All my Loving、Dianaほか。無料。
平本☎7187－5967

我孫子南まちづくり協議会

◎パソコン講座
日5月15日㈫13時～16時30分

内生

活で活用するワード「チラシ作成」ほか
定先着15人 費400円※パソコン貸
し出しあり（5台まで） 持パソコン

◎パソコン・タブレット・スマホ相談
日5月19日㈯13時～15時30分 内①

パソコン・タブレット・スマホ相談②
ミニ相談 定①12人（要申込）※1人
40分②人数制限なし（予約不要）※1
人20分以内
機器

費無料

持相談したい

◎キッズ伝統芸能体験 箏曲
（琴）
日練習…5月27日㈰、6月10日㈰午
後、6月17日～7月8日毎週㈰午前、7
月14日㈯午後・15日㈰午前・21日㈯
午後（初回のみ保護者同伴）。 舞台発
表…7月22日㈰午後 内「本物」を体
験して日本の伝統文化を学ぶ。講師…
久東寿子さん、樋口美佐子さん、樹本

新木近隣センター☎7188－2010
こもれびまちづくり協議会

◎そば打ち教室
日5月27日㈰、6月17日㈰、7月1日
㈰9時〜13時30分（全3回） 対・定

全日程参加できる方、10人（応募者
多数の場合は抽選） 費1回①500g打
ちコース…1700円②700g打ちコー

ス…1900円※初心者は① 持エプロ
ン、バンダナまたは三角巾、タオル、
持ち帰り容器（A4サイズで深さ5セン
チ以上） 所・ ・ 5月11日㈮必着
で往復はがきに教室名・郵便番号・住
所・氏名・電話番号・コース名を明記。
〒270－1144東我孫子1の41の33近
ふり がな

隣センターこもれび☎7165－2011
（10時～17時）

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内 3 月末日現在

佳音里さん 対・定小学生、16人
費無料 持白靴下
孫子の景観を育てる会」の都合により、 〈共通〉所・ ・ 我孫子南近隣センタ
ー☎7181－1011
本年から取りやめとなります。
「秋の庭
我孫
新木地区まちづくり協議会
園公開」は今後も実施します
子の景観を育てる会☎090－6034－
◎新木ふれあい春まつり
9149
洪水情報を緊急速報メールで配信
利根川で氾濫の危険が高まった時、

緊急速報メール（エリアメール）が配
信エリア内の携帯電話に自動で配信
されます。我孫子市の基準水位観測

所…芽吹橋（野田市）、取手、押付（茨
城県利根町）。メールを着信したら、
雨の降り方や利根川の今の水位を「川
の防災情報」で確認してください
利根川下流河川事務所☎0478－52－
6365、市民安全課・内線295
借金問題は解決できます

一人で悩まずご相談ください。秘密
は厳守します 費無料（申込不要）
千葉財務事務所債務相談窓口☎043－
251－7830

まち協情報 

で割った額。境内に駐車可。 だて☎
090－7816－9367
（ショートメール可）
▼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
やってみよう
もれびほか。主催演奏会はほぼ2年お
会員・仲間募集
き、今年は5月27日㈰けやきプラザ。
▼写真クラブ「光画会」 定例会毎月
ギターも歓迎。若干名。月3000円。
平山☎090－7835－9861
第2㈪13時30分～16時30分。市民プ
▼ハーモニカサークル ドレミ 毎週
ラザほか。月1回の撮影会による写真
技術の向上と会員の親睦。月2000円。 ㈮15時～17時30分。アビスタ学習室。
山﨑☎7169－8700
ハーモニカで叙情歌から歌謡曲まで。
▼書道を楽しみませんか 毎月第1・ 楽しく、明るく、健康に。初心者歓
3 ㈬ 午 前。 我 孫 子 南 近 セ ほか。 その
迎。見学自由。入1000円。月1500円。
園部☎7187－3855
道に精通した先生の下、毛筆（漢字・
▼楽しい社交ダンスをやってみましょ
かな ）
、 硬 筆 が 楽 しく 学 べます。 年
2000円、
月2000円
（教本別）。若干名。 う♪ 5月12日㈯・19日㈯・26日㈯19
白友会・桑原☎7183－3870
時～21時。アビスタ。体と頭の運動♪
▼瞑想会 毎週㈬18時～19時。香取 プロ講師が優しく丁寧に教えます。和
神社社務所。ベーシックな瞑想、自分 やかサークル♪月3500円。 ダンス
のやり方でOK。費1000円を参加人数 ワールド・渡辺☎090－3049－3176

3 月の発生件数
25 件
今年の発生件数（1 月～） 63 件
前年同期比
−3件
3 月の死者数
今年の死者数（1 月～）
前年同期比

1人
1人
0人

3 月の負傷者数
31 人
今年の負傷者数（1 月～） 78 人
前年同期比
− 11 人

日 5 月 20 日 ㈰ 10 時 〜14 時 内 バ
ザー、フリーマーケット、模擬店、ス
ポーツ吹き矢、けん玉、射的など

8

所・

楽 5月のふれあい工房
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（子ども用甚平） 5月8日㈫9:30～15:00
１回 ほどいた浴衣、
ミシン糸、
5人
2回連続で参加できる方 6月12日㈫9:30～15:00
300円 裁縫道具、昼食

5月9日㈬
布クラブ教室
（傘布から折りたたみ傘入れ） 9:30～15:00

5人 300円

裁縫道具、
ミシン糸、昼食、
ゴム５０ｃｍ

布クラブ教室
（フロアクッション）

5月10日㈭
10:00～15:00

バッグ作り教室
（裂き織りとレザーの
コンビポシェット）

キルティング60cm×1m 、布ガ
3人 300円 ムテープ、強い糸、裁縫道具、ミ
シン糸、昼食

5月11日㈮
9:30～15:00

5人 300円

5月11日㈮
10:00～12:00

5人 300円 なし

木工教室
（鉢カバー）
布ぞうり作り教室
布クラブ教室
（巾着）

5月16日㈬
9:30～12:00

裂き織り教室
裂き織り糸掛け教室
トールペイント教室
（植木鉢）
お裁縫相談

5人 300円 なし

5月16日㈬
9:30～15:00

5人 300円

5月18日㈮
10:00～12:00

5人 300円 包丁は1人２本まで

布クラブ教室
5月17日㈭
（着物からチュニックブラ
9:30～15:00
ウス）
包丁研ぎ教室

裂き織り布、裏布、芯、
ミシン糸、
裁縫道具、昼食

5月22日㈫
9:30～11:30
5月22日㈫
9:30～11:30

巾着用ひも、裁縫道具、
ミシン糸、昼食

ほどいた着物一着分、芯30cm
5人 300円 ×30cm、裁縫道具（チャコペー
パー、まち針など）
、ミシン糸、昼食

5人 300円 古布１㎡くらい、はさみ
2人 300円 なし

5月25日㈮
9:30～12:00

5人 300円

5月13日㈰
9:00～12:00

3人

無料

トールペイント用平筆、
丸筆
（ある方）
、雑巾、エプロン

初歩の方、お裁縫の基礎
（ミシンの使い方、簡単な袋物
作りなど）

※申込方法：申し込みは本人に限る
（詳しくは工房に問い合わせ）
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。

リサイクルアドバイザー来館日
■「木工アドバイザー」
■「布クラブ相談日」
■「トールペイント相談日」
■「裂き織り・バッグ作り相談日」
■「布ぞうり相談日」

ふれあい工房 ☎7186－5500

7165－2430

休館日を除く毎日 9時30分〜16時
第1火・水・木曜日、第4水・木曜日 10時～15時
第1水曜日 10時～15時
第2水曜日 10時～15時
第2金曜日 10時～15時

◎布クラブ、
布ぞうり、
裂き織り相談日（10時〜15時）
にはミシンを開放（工房使用料がかかります）
。
※リサイクル教室の作品写真は、ふれあい工房のホームページでご覧になれます。
http://www.abiko-fureaikoubou.com

楽 は「あびこ楽校（市が提供するさまざまな生涯学習事業の総称）
」の事業です。
「まち協」とは、まちづくり協議会の略称で、自治会をはじめ地域のさまざまな団体および個人で構成された住民組織です。市内に10協議会あり、近隣センター
を拠点に、地域のまちづくりに取り組んでいます。

