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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。

日5月21日㈫　所船橋市中央公民館　
費3600円（テキスト代別）　 ・ 4
月15日㈪～19日㈮までに消防本部予
防課☎7181－7702

SKSカフェトークORIGAMI倶楽部
日4月20日㈯13時30分～15時30分
所けやきプラザ10階　内春の季節に
ちなんだ簡単な折り紙をしながら仲間
をつくりボランティア活動にもつなげよ
う　定先着10人（要申込）　費無料　

・ 市民活動ステーション☎7165－
4370 abikosks@themis .ocn .ne .jp

お母さんと幼児の子育て交流会
 「とおんきごう」

日4～9月毎月第4㈭10時30分～11時
30分　所我孫子南近隣センター　対・
定未就学児と保護者、先着100人　費
無料　持おんぶひも　 我孫子南地
区社会福祉協議会☎7185－5117
楽湖北地区公民館（コホミン）講座
◎川村学園女子大学後援「寺子屋コホ
ミン」
日4月27日㈯10時～11時30分　内川
村学園女子大学教育学部の学生を講
師に、学ぶことの楽しさや達成感を
感じる場を作ります　対小学生　定
20人　費無料　持筆記用具　 ・
窓口または電話。湖北地区公民館☎
7188－4433

第38回 憲法を考える市民の集い
日5月4日㈷14時～16時　所けやきプ
ラザ　内講演「核なき世界に！核兵器
禁止条約と憲法を考える」。講師…川
崎哲

あきら

さん（ICAN国際運営委員）　定当
日先着500人　費500円（大学生以下

無料）　 憲法を考える市民の集い実
行委員会・濱田☎ 7183－2789

ピヨピヨ親子ショートテニス教室
日5月5日㈷10時20分～12時（受付
10時）　対・定テニスをしたことのな
い3歳～小学生と保護者、先着80組　
費1組500円　持動きやすい服装、
靴、タオル、着替え　 4月8日㈪～
https://www .tennis-ttc .or .jp/　

所・ 吉田記念テニス研修セン
ター☎7134－3030

募集  
シルバー人材センター 入会説明会

日4月15日㈪13時～15時　所アビス
タ　対・定市内在住の60歳以上で働
く意欲のある方、先着20人　費年会
費2400円　 ・ シルバー人材セン
ター☎7188－2200

お知らせ  
猫譲渡会

日4月7日㈰・21日㈰、5月5日㈷・
19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不可。詳しくはお
問い合わせください　 ねこわんこ
☎080－8723－9550

全国健康保険協会（協会けんぽ）に
加入している方へ

◎平成31年度保険料率について
協会けんぽ千葉支部の健康保険料率
は、3月分（4月納付分）から9 .81％に
引き下げます。介護保険料率は1 .73
％に引き上げます。

◎40歳から74歳までの被扶養者の特
定健診について
疾病の予防・早期発見に欠かせないも
のであり、日頃の生活習慣を見直す
チャンスです。年に一度は健診を受
診しましょう。受診券は4月上旬に送
付します　 協会けんぽ千葉支部☎
043－308－0522

まち協情報  
ふさの風まちづくり協議会

◎風のワークショップ「笑いヨガ」
日4月8日㈪10時30分～11時45分　
講師佐藤正一さん（桃太郎）　定30人
（要申込）　費無料　持上履き、飲み物
◎風のワークショップ「春の寄せ植え」
日4月12日㈮10時～12時　講師磯岡
由美子さん　定8人（要申込、キャン
セル4月4日㈭まで）　費2500円

〈共通〉対20歳以上　所・ ・ 近隣
センターふさの風☎7181－6211

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4月20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なし（申込不要）※1人30分以内　
費無料　持相談したい機器
◎端午の節句にちまきを作ろう！
日4月21日㈰9時30分～13時　内笹
の葉で巻いた中華ちまき、わかめスー
プ、牛乳の寒天よせ。講師…金子敦子
さん　定先着16人　費1000円　持エ
プロン、三角巾、ふきん

〈共通〉所・ ・ 我孫子南近隣セン
ター☎7181－1011

が丁寧に指導。20人。入2000円。月
2000.円。 鈴木☎7139－6678
▼社交ダンスで健康管理　月3回㈫。
アビスタほか。プロが指導します。
多少経験のある方、初心者歓迎。入
2000円。月3000円。 坂巻☎080
－4354－5558
▼俳句勉強会「おみの会」　毎月第3㈫
約2時間。アビスタほか。講師…佐藤
麻
お

績
み

さん。見学・体験受付中。初心
者歓迎。月1500円。 川路☎090－
8569－3916
▼混声合唱団�コーラル・フレンズ　
毎月第1・3・4㈬12時30分～14時
30分。湖北地区公民館。「良きハーモ
ニーは佳

よ

き絆
きずな

から」をモットーに楽し
く歌っています。月2500円。 石川
☎ 7188－0646
▼プリザーブドフラワー　毎月㈬また
は㈯13時30分～16時（月1回）。けや
きプラザ。はさみ、紙袋持参。体験、
初心者歓迎。月4000円（材料費込）。
関口☎080－1045－1906

▼社交ダンス「ラベンダー」　毎週㈬
15時～17時。けやきプラザ7階。中
級者向けの新設サークル。見学大歓
迎。入1000円。月3500円。 金子
☎080－5696－1163
▼俳句クラブ会員　毎月第2㈮13時
～。新木近セ。講師…五十嵐賢二さん。
初心者大歓迎。若干名。月1000円（別
途会場費）。 田上☎7184－0629
▼リトミックピアノサークル　毎月第

1～3㈯のうち2回。9時～12時のうち
1時間（クラス別）。湖北台西小。2～3
歳クラス、小学1～3年クラス。若干名。
月2000円。 野呂☎090－6176－
0873
▼リリーカラオケスタジオ　毎月第
2・4㈯13時～15時。湖北台市民セン
ター。グループレッスン（個人応相談）。
講師…勝貴美恵さん。無料体験あり。
入1000円。月1000円、教材費100円。
勝☎090－4059－2871

▼ゲートボール入門コース　4月～毎
週㈪㈬㈮9時～11時。湖北台中央公園。
たのしい生涯スポーツ。道具貸出あり。
無料。 ふなき☎.7149－8857
▼謡

うたい

を楽しむ会（観世流謡曲）　4月2
日～毎月第1・3㈫9時～12時。アビ
スタ、市内近セ。初心者の方にもわか
りやすく指導。月2000円。 永野☎
070－4571－6484
▼我孫子山の会　毎月第1㈯夜、例
会。自然を愛する60歳くらいまでの
方（経験者は別考慮）。会員約60人で
山行を年間約50回実施。入1000円。
年6000円。 木戸☎080－5678－
0432
▼NPO法人パソコン楽しみ隊会員　
パソコンが好きな方ご参加ください！
学校教育支援、PC講座など。入会説
明会4月9日㈫13時～16時。けやき
プラザ10階。年1500円。 川口☎
7182－1528

■ 「裂き織り・バッグ作り相談日」 第2水曜日 10時～15時
■「木工アドバイザー」 休館日を除く毎日9時30分～16時
■「布クラブ相談日」 第1火・水曜日、第4水・木曜日10時～15時
■「布ぞうり作り相談日」 第1金曜日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 7165－2430

※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【電話のみ開催日前日まで受付】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。

◎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

4月のふれあい工房楽
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

木彫教室
（初歩からの仏像）
仏頭コース（前期10回）
4月～9月

6日㈯・20日㈯
9時30分～16時
※5月以降は毎月第
1・3㈯（5月は18日、
7月は6日のみ）

5人 初回全納
3000円

彫刻刀（ある方）、布手袋、
昼食
※毎月来られる方

木工教室（ミニいす） 16日㈫10時～12時 5人 300円 なし
布クラブ教室
（エンドウ豆）

9日㈫
9時30分～15時 5人 300円 手芸綿、接着芯、裁縫道具、

ミシン糸、昼食
布クラブ教室
（傘布からエコバッグ）

10日㈬
9時30分～15時 5人 300円 裁縫道具、ミシン糸、昼食

バッグ作り教室
（裂き織りトートバッグ）

12日㈮
9時30分～15時 5人 300円 裂き織り布、裏布、芯、ミシ

ン糸、裁縫道具、昼食　

布ぞうり作り教室　 17日㈬
9時30分～12時 5人 300円 なし

布クラブ教室
（古布から小さなポーチ）

17日㈬
9時30分～15時 5人 300円 布（表・裏）各50cm×90cm、

裁縫道具、ミシン糸、昼食

布クラブ教室（着物から
ゆったりチュニック）

18日㈭
9時30分～15時 5人 300円

ほどいた着物一着分、裁縫
道具（チャコペーパー、ま
ち針など）、ミシン糸、昼食

包丁研ぎ教室　 18日㈭10時～12時 5人 300円 包丁は1人2本まで

裂き織り教室 23日㈫9時30分～
11時30分 5人 300円 古布１㎡くらい、はさみ

裂き織り糸掛け教室 23日㈫9時30分～
11時30分 2人 300円 なし

お裁縫相談 14日㈰9時～12時 3人
※工房使
用料200
円がかか
ります。

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）※作りたい物の材
料は持参

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　2 月末日現在

2 月の発生件数. 19 件
今年の発生件数（1月～）. 43 件
前年同期比. +5件

2月の死者数. 0 人
今年の死者数（1月～）. 0 人
前年同期比.. 0 人

2月の負傷者数. 22 人
今年の負傷者数（1月～）. 52 人
前年同期比. +5人

4月1日から市民が持ち込む食品などの放射性物質
検査の受付日と受付場所が変わります

受付日　毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）午前9時～午後3時※事前予約制
受付場所・ ・ 　水の館3階.手賀沼課放射能対策室（高野山新田193）
☎7185－2495
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