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こもれびまち協･天王台地区社協
第45回 シニアいきいき講座
日10月21日㈰13時30分～15時40分

所近隣センターこもれび 内講座「認
知症について知ろう」、サウンドフー
プ健康体操＆ヘルスリズムス。講師…
山口江美さん（NPO「鼓響」理事長）
定先着50人 費無料
・ 10月10

shiwa@jcom.zaq.ne.jp☎080－1145
－0740
楽 天王台介護予防教室

ロコモティブシンドロームを防ごう！
～脳トレを交えて～
日10月16日㈫10時～12時 所近隣

で、住所・氏名・電話番号を明示。天
王台地区社会福祉協議会☎ 7183－
9009

センターこもれび 内家で簡単にでき
る体操、脳トレ。講師…轟幸治さん（匠
マッサージ・鍼灸マッサージ師） 定
・
先着30人（要申込） 費無料
天王台地区高齢者なんでも相談室☎
7182－4100

SKSカフェトーク
第2土曜日はMamaのマイ・タイム
日10月13日㈯14時～15時30分 所

天王台地区社協
傾聴ボランティア養成講座
日11月6日㈫・15日㈭・20日㈫13時

日㈬～19日㈮に電話･ファクス・窓口

けやきプラザ10階 内ママの思いを
形にしたいと起業した山田美和さん
（NPO法人MamaCan理事長）の話と
ママの交流会 定先着10人（お子さん
・ 市民活動ス
連れ可） 費無料
テーション☎7165－4370

我孫子サイエンスカフェ
「海の巨大イカ類VSマッコウクジラ」
日10月14日㈰13時30分〜16時30分
所我孫子南近隣センター 内生きたダ
イオウイカと世界で初めて遭遇したダ
イオウイカ研究の第一人者が、伝説の

怪物「ダイオウイカ」などについて話
す。講師…窪寺恒己さん（国立科学博
物館名誉館員） 費1000円（高校生以
「我孫子サイエ
下300円） ・
ンスカフェ」で検索。福元☎0297−

82−3070（19時〜22時）
第20回 市民後見人養成講座
日①10月21日㈰、11月4日㈰②11月
10日㈯・17日㈯9時～17時（全4回）
所①パレット柏②松戸商工会議所 内
成年後見制度の基礎、対象者理解、関
係制度・法律、市民後見活動の実際な
ど 対・定20歳以上の方、先着25人
・ 10月15日㈪必着
費6000円

ではがき・ファクス・Eメールに講座
名・住所・氏名・電話番号を明記。〒
277－0054柏市南増尾4の33の10認
定NPO法人東葛市民後見人の会 柏
支部・加藤 7174－1745 tsk02ka

日㈯・29日㈪、11月10日㈯・15日
㈭10時～。市民プラザなど7会場。家
計管理と家事のヒント。400円。 ・
全国友の会・稲葉☎7139－3012

会員・仲間募集

やってみよう

▼混声合唱団ベラ・コンソルテ 毎月
4回㈪13時30分～15時30分。湖北台
近セほか。初心者歓迎。年齢不問。講
師…金子美香さん（二期会ソリスト）
。
月3000円。 阿部☎7187－2089
▼ハワイアンスピリ ットあふれるフ
ラ を 一 緒 に 踊 りませんか？ 毎 月 3
回㈫13時～15時予定。湖北台近セほ
か。年齢・経験不問。 小倉☎090
－8465－9481
▼ドイツ語学習のためのルター訳聖書
（原書）講読会 毎週㈬10時～12時。
柏・日能研。無料（人数割りで会場費

30分～16時30分 所近隣センター
こもれび（活動室） 講師渡部佳代子
さん（社会福祉士） 定先着20人（全回
・ 10月
参加できる方） 費無料
10日㈬～31日㈬に天王台地区社会福
祉協議会☎ 7183－9009

募集 
第8回 我孫子市和太鼓祭り出店者
日11月18日㈰9時45分～14時30分

（荒天中止） 所湖北台中央公園 定市
内事業者優先30区画（ 1区画間口2ｍ）
※飲食許可業者以外の飲食品取り扱い
は不可 費2000円（コンセント別途
1000円） ・ 10月20日㈯までに
はがき・ファクスに品目・店名・代

表者氏名・電話番号を明記。〒270－
1132湖北台1の13の22湖北フラワー
センタ ー 7188 － 7869 ☎ 7188 －
4489

お知らせ 
北海道胆振東部地震災害義援金の受付
期間平成31年3月31日㈰まで※詳し
社会
くはお問い合わせください

福祉課・内線649
猫譲渡会

日10月7日㈰・21日㈰、11月4日㈰・
18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。譲渡には

負担）。数人。 山本☎7132－6072
▼社交ダンスサークルラベンダー 毎
週㈬15時～17時。けやきプラザ7階。
初心者の方のための新設サークル。見
学大歓迎。入1000円。月3500円。
金子☎080－5696－1163
▼ボーカリスト募集 毎週㈭9時～12
時。湖北台近セ。外国語の歌も歌える
方。結成9年の男女混成バンドです。
無料。 ゴールデンシンガーズ・平
本☎7187－5967
▼シェイクスピアをかじろう（英書）
会 毎月第1㈮10時30分～12時。柏・
日能研。無料（人数割りで会場費負担）。
数人。 山本☎7132－6072
▼Ｈ21男塾シニアの料理教室 毎月
第3㈮9時～13時。アビスタ。女性講
師の指導で和気あいあい料理を楽しん
でいます。初心者大歓迎。費1万円（半
年5回）。脇田☎090－5422－5479

条件があるので詳しくはお問い合わ
ねこわんこ ☎ 080 －
せください
8723－9550
献血にご協力を
日10月4日㈭10時～11時45分、13
時～16時 所市役所本庁舎1階ロビー

（献血バスは議会棟前駐車場） 対体重
…男性45㎏以上、女性40㎏以上。年
齢…16歳～69歳（65歳以上の方は60
歳～64歳までに献血経験がある方）
持献血カード、本人確認書類（免許証、
社会福祉課・内
健康保険証など）
線377
行政書士会の街頭無料相談
日①10月6日㈯・7日㈰10時～15時
30分②10月13日㈯10時30分～15時

30分（荒天中止） 所①松戸駅西口広
場②柏駅東口スカイプラザ柏ピロティ
内相続、遺言、成年後見、官公署へ
の許認可など各種手続き 費無料
千葉県行政書士会東葛支部・中嶋☎
090－3236－3935

法の日無料法律相談会
日10月6日㈯13時～16時（相談時間1
人30分） 所・ 千葉弁護士会松戸支
部☎047－366－6611
無料調停相談会
日10月13日㈯10時～15時 所我孫
子南近隣センター 内離婚・遺産相続
などの家庭内のもめごとや金銭・交通
事故・近隣関係などの民事上のトラブ
ルについて、裁判所の調停委員が相談

（現在裁判中・調停中の事件は不可）
・ 千葉地方・家庭裁判所
費無料
松戸支部庶務課☎047－368－5141
年金・労務・成年後見なんでも相談会
日10月21日㈰10時～15時 所湖北
台中央公園（産業まつり内） 費無料
・ 千葉県社会保険労務士会東葛支
部☎047－345－9992
平成30年度新規大卒者等
合同企業就職面接会

日10月24日㈬13時～16時 所松戸
商工会議所 対平成31年3月新卒予定

者、既卒者（おおむね3年以内） 費無
・ 松戸公共職業安定所☎047
料
－367－8609（48#）

まち協情報 
根戸地区まちづくり協議会

◎第28回 根戸地区文化祭
日10月6日㈯～8日㈷9時30分～17時

（最終日16時まで） 内バザー（6日10
時～）、展示（6・7日9時30分～華道・
書道・押し花・はがき絵）、発表（ 8日
10時～根戸小吹奏楽部・フラダンス・
日本舞踊など） 所・ 根戸近隣セン
ター☎7183－5363
布佐南地区まちづくり協議会

◎第33回 布佐文化祭
日10月13日㈯・14日㈰・21日㈰10
時～ 内◎13日㈯…オープニング10

時～、餅つき大会10時30分～、作品
展示（絵画・書道・華道・手芸など）
10時30分～19時、フリーマーケット
10時30分～ ◎14日㈰…作品展示

10

10時～16時 ◎21日㈰…発表（コー
ラス・郷土芸能など）10時～16時
所・ 布佐南近隣センター☎7189－
3740
我孫子南まちづくり協議会

◎パソコン・タブレット・スマホ相談
日10月13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定員なし（申込不要）※1人30
分以内 費無料 持相談したい機器

◎はじめてのベビーダンス
日10月16日㈫10時15分〜11時45分

内赤ちゃんを抱っこしてダンス。講師
…波田野理絵さん（日本ベビーダンス
協会認定インストラクター） 対・定
0〜1歳くらいの首がすわっている赤
ちゃんと保護者、先着20組 費無料
持抱っこひも、バスタオル、体温計、
筆記用具、赤ちゃんの着替えと飲み物
◎第29回スカイサロン ことば塾「今さ
ら聞けない言葉のあれこれ」
日10月19日㈮13時30分～15時30

分 内朗読「蜘蛛の糸」。講師…梅津
正樹さん（元NHKアナウンサー） 費

無料 定100人（10月1日㈪10時～け
やきプラザ9階で整理券配布）
〈共通〉所・ 我孫子南近隣センター
☎7181－1011
こもれびまちづくり協議会

◎第2回ラフターヨガ

～笑って笑って健康に！～
日10月18日㈭10時～11時30分 所
近隣センターこもれび 講師ふじも
とゆうこさん（ラフターヨガ・ティー
チャー） 定先着50人 費無料 持タ
オル、 飲 み 物、 動 きやすい 服 装
10月9日㈫まで市民活動支援課・内線

434、10月10日㈬～近隣センターこ
もれび☎7165－2011
天王台北地区まちづくり協議会

◎歴史講演会
日10月20日㈯13時～15時 内柴崎
村と柴崎神社〜柴崎神社の黒髪塚 そ

の建立の陰に〜。講師…越岡禮子さん
（我孫子市史研究センター会員） 定
120人 費無料 所・ 天王台北近隣
センター☎7182－9988
我孫子北まちづくり協議会

◎パソコン教室 年賀状づくり
日11月16日㈮13時30分～ 定先着
15人（要申込） 費300円 所・ ・
10月15日㈪10時～我孫子北近隣セ
ンター並木本館☎7157－4517

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内 8 月末日現在
8 月の発生件数
26 件
今年の発生件数（1 月～） 186 件
前年同期比
＋8件
8 月の死者数
今年の死者数（1 月～）
前年同期比

0人
2人
±0人

8 月の負傷者数
31 人
今年の負傷者数（1 月～） 228 人
前年同期比
＋ 10 人

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。

