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所湖北台中央公園 定100区画※応
募者多数の場合は抽選 費1区画（間
口約2ｍ）4000円、電気コンセント1
・ 8月15日㈬までに
個2000円
電話・ファクス。柘 ☎090－5194－
1079 7188－2258
つ げ

お知らせ 
下水道法第9条の規定に基づく
公共下水道の供用開始についての縦覧
縦覧期間8月15日㈬まで（平日8時30
分～17時） 供用開始区域下ケ戸の一
部 縦覧場所・ 下水道課（市役所東
別館2階）
・内線538、546
我孫子市手賀沼流域関連公共下水道
事業計画の変更に係る関係図書の縦覧
縦覧期間8月6日㈪～20日㈪（平日8時
30分～17時） 内青山汚水中継ポン

プ場の廃止や雨水幹線の変更 縦覧場
所・ 下水道課・内線546、治水課・
内線473（共に市役所東別館2階）
猫犬譲渡会
日 8 月 5 日 ㈰・19 日 ㈰、9 月 2 日 ㈰・
16日㈰・30日㈰12時～15時（荒天中

域振興事務所（松戸市小根本7） 内専
門の相談員が応対し、必要に応じて警
察への通報、弁護士の紹介などを行い
・ （公財）千葉県暴力団追放
ます
県民会議☎0120－089354
「かむ子・のびる子・元気な子」
料理コンクール
テーマ千葉県の農産物を利用し、手軽

に作れ、よくかめる子ども向きの弁当
メニュー（材料費は1人分で600円前
後） 対県内在住・在学・在勤で11月

25日㈰のコンクールに参加可能な方
9月14日㈮（消印有効）までに、応募
用紙（保健センターで配布。県歯科衛

生士会ホームページからダウンロード
可）に2人分の弁当の献立を記入し写
真を添え、返信用封筒（82円切手貼付、

宛先記入）を同封し〒261－0002千
葉市美浜区新港32の17千葉県歯科衛
健康づくり支援課
生士会へ郵送
☎7185－1126
ホテルマークワン
「敬老の日」無料宿泊プレゼント
宿泊日9月17日㈷ 所・内ホテルマー

止） 所市役所駐車場※持ち込みは要
クワンアビコ（ 1泊朝食付き）ツイン・
事前連絡。
保護犬猫の引き取りは不可。 トリプル5室（ 10人）、シングル10室
譲渡には条件がありますので詳しくは （ 10人） 対市内在住の70歳以上の方
ねこわん （応募者多数の場合は抽選） ・ は
お問い合わせください
こ☎080－8723－9550
がきに住所・電話番号・氏名・年齢
暴力団に関する相談会
（ 2人部屋の場合は2人の氏名・年齢）
・
日8月7日㈫10時～16時 所東葛飾地
喫煙有無の希望を明記し、8月15日

来年小学校へ入学するお子さんの健康診断を実施
該当するお子さんの保護者の方には
「平成31年度小学校就学時健康診断
通知書」
（封書）
を9月上旬に発送します。通知が届かない、指定された実施
日に受診できない、住所を変更したなどの場合は、9月以降にご連絡くだ
さい。
日程 下表参照 受付時間 午後1時～1時20分
対象者 平成24年4月2日～平成25年4月1日生まれの方
教育委員会学校教育課☎7185－1267
▼就学時健康診断日程表
実施日
10月5日㈮

布佐小学校

10月16日㈫

並木小学校

10月17日㈬

我孫子第一小学校

10月22日㈪

新木小学校

10月23日㈫

湖北小学校

10月25日㈭

根戸小学校

10月29日㈪

我孫子第二小学校

実施日

ています。受信障害が発生する可能性
がある地域の方にはチラシを配布して
700MHzテレビ受信障害
います
対策コールセンター☎0120－700－
012

まち協情報 
我孫子北まちづくり協議会

◎夏のフェスティバル
日8月5日㈰10時～16時 内地域の
グル ー プ、 サ ー クル の 発 表 会 所・
我孫子北近隣センター並木本館☎
7157－4517
根戸地区まちづくり協議会

◎第28回 根戸地区ふるさと祭り
日①8月18日㈯・②19日㈰（雨天実

マイナンバー業務
休日開庁日のお知らせ
日時
正午

施） 内①模擬店…13時30分～18時、
ふるさと踊り…18時～20時、②親子
みこし…13時30分～15時、ゲーム…

15時30分～17時※車での来場はご遠
慮ください 所・ 根戸近隣センター
☎7183－5363
布佐南地区まちづくり協議会

◎サマーフェスティバル2018
日8月19日㈰午前10時～ 内①子ど

も遊びの広場（午前）②模擬店（午前）
③演芸大会（午後）④ビンゴゲーム
所・ 布佐南近隣センター☎7189－
3740
我孫子南地区まちづくり協議会

◎パソコン・タブレット・スマホ相談
日8月25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①8人（要申込）※1人60
分②申込不要※1人30分以内 費無
・ 我孫
料 持相談したい機器
子南近隣センター☎7181－1011

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内 6 月末日現在

8月26日㈰午前8時30分～

場所 市民課（市役所本庁舎１階）
受付業務 マイナンバーカードの
交付・申請、市役所に郵送戻りに
なった通知カードの交付※マイナ
ンバーカードの申請は任意です。
市民課・内線478

6 月の発生件数
20 件
今年の発生件数（1 月～） 137 件
前年同期比
＋9件
6 月の死者数
今年の死者数（1 月～）
前年同期比

1人
2人
＋1人

6 月の負傷者数
27 人
今年の負傷者数（1 月～） 168 人
前年同期比
＋ 10 人

第20回 国際交流スピーチ大会参加者募集
～あなたの国際交流への思いをスピーチしてみませんか～

日時 9月30日㈰午後1時～（終了後にテ
ィーパーティーあり）
場所 市民プラザホール
テーマ 国際交流について※演題自由。5

※詳しくはQRコード参照。

学校名

㈬必着で〒270－1176柴崎台1の9の
14ホテルマークワンアビコ☎7186－
1717
テレビの受信障害対策を行っています
各携帯電話事業者が新しい周波数（70
0MHz帯）を使用するため工事を行っ

6

分以内。日本人は英語、外国人は日本語
での発表※原則として未発表のもの

学校名

10月30日㈫

我孫子第四小学校

10月31日㈬

湖北台東小学校

11月12日㈪

布佐南小学校

11月13日㈫

我孫子第三小学校

11月19日㈪

高野山小学校

11月21日㈬

湖北台西小学校

▲市長賞の高橋美桜さんのスピーチ

対象・定員 中学生以上で市内在住・在
学・在勤の方、20人（国籍不問。応募者多数の場合は実行委員会による一
次審査あり）※各賞および副賞あり
申込方法 9月12日㈬までに参加申込書（AIRAホームページからダウンロ
ード。アビシルベ、市民プラザで配布）を郵送・ファクス・Eメール。
※スピーチ原稿はA4サイズで9月19日㈬までに提出
〒270－1166我孫子4の11の1我孫子市国際交流協会（AIRA）
7183－2005 http://e-aira.jp info@e-aira.jp☎7183－1231（木曜

※各校とも、駐車場がありませんので、車での来校はご遠慮ください。

日・祝日休み）
い い

む

れ

口☎080－3280－2469
0円（小・中学生半額）。 飯 牟 礼 ☎
7188－1160
▼第4回 コーロトゥッティコンサート
▼体ほぐし体操と歌声のつどい 毎月
9月1日㈯14時30分開演。アミュゼ
柏。池辺晋一郎作曲
「たもとゆり幻想」 第2・4㈬13時～15時。楽しさが健康
をサポート。体力づくり、仲間づくり、
ほか。指揮…山田茂さん、ピアノ…大
山昌子さん。500円。 ・ 伊藤☎ 若さづくりに。所・ 在宅福祉サー
7134－1442
ビスまどか会議室（天王台2の3の1）
☎7181－2567
やってみよう
▼音と瞑想ヨガを楽しむ会 8月1日・
会員・仲間募集
15日・29日㈬10時～11時15分、8
▼市民劇団あびこ舞台 毎月第2・4 月毎週㈮14時～15時15分。市民プラ
㈰13時～。湖北台西小交流教室。創
ザ。1回800円。会員募集中。 ・
平川☎080－6552－7634
立25年。小学生から大人までプロの
演出家が指導。初心者大歓迎。月300

楽 8月のふれあい工房
●8月のリサイクル教室はお休みです。
●工房案内
開館時間：9時～17時、休館日：毎週月曜日、年末年始 使用料：200円／4時間（小
中学生まで無料）

リサイクルアドバイザー来館日
■「木工アドバイザー」

ふれあい工房 ☎7186－5500

7165－2430

休館日を除く毎日 9時30分〜16時

★不用品情報★「ふれあい工房」のホームページに
「不用品譲ります・譲ってください」情
報を掲示できます。是非ご利用ください。 不用品情報を登録したい方は、はがきまた
はファクスにて「ふれあい工房」までお申込み下さい。詳しくは、ホームページをご覧く
ださい。 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。

