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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。

協議会☎ 7183−9009
我孫子サイエンスカフェ

「宇宙の暗黒物質は原始ブラックホールか」
日5月19日㈰13時30分～16時30分
所我孫子南近隣センター　内暗黒物質

（ダークマター）が宇宙の初期に作られ
た原始ブラックホールかもしれない、
という説が注目されています。この原
始ブラックホールがどのようにできる
のかを説明します。講師…佐々木節

みさお

さ
ん　定先着60人　費1000円（高校生
以下300円）　 ・ 「我孫子サイ
エンスカフェ」で検索。福元☎0297
−82−3070（19時～22時）
楽湖北地区公民館（コホミン）講座

◎季節をめぐる寄せ植え講座（第1回）
日6月4日㈫10時～11時30分　内
テーマ「春～夏」。講師…大嶋陽子さ
ん　定20人（応募者多数の場合は抽
選）　費2500円　持エプロン、筆記
用具　 5月20日㈪必着で往復はがき
に住所・氏名・電話番号を明記し投

と う

函
か ん

または返信用はがきを持参
◎寺子屋コホミン
日5月25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味わ
おう　対小学生　定20人　費無料　
持筆記用具　 窓口または電話
◎千葉伝統の技「太巻きまつりずし」
日6月9日㈰13時～15時　講師川合美
津子さん（元学校栄養士）　定20人（応
募者多数の場合は抽選）　費800円　
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　 5月26日㈰必着で往復はがき
に講座名・住所・氏名・電話番号・年
齢を明記し投

と う

函
か ん

または返信用はがきを
持参

〈共通〉所・ 〒270−1122中里81
の3湖北地区公民館☎7188−4433

楽高齢者のための
なないろいきいき教室

日5月23日㈭10時～11時30分　所
市民プラザ　内講演「オーラルフレイ
ル　健康の秘訣は、お口にあり ～お
口の機能をアップして、おいしく食べ
よう～」。講師…荒井英徳さん（アラ
イ歯科クリニック医師）ほか　対・定
市内在住の方、先着30人（要申込）　
費無料　 ・ 我孫子地区高齢者な
んでも相談室☎7179−7360

募集  
こどものための英語スピーチコンテスト

日7月7日㈰10時～16時　所東葛テク
ノプラザ　対幼児～小学生　 ・ 5
月15日㈬までにNPO法人こどもの地
球村☎070−5078−2925 http://
www.children-village.com/

国民健康保険診療報酬明細書
（歯科レセプト）を点検する嘱託職員
任期6月1日～令和2年3月31日（更新
あり）　勤務時間月124時間以内　対・
定医療事務資格（歯科）を有し、レセ
プト点検の経験が2年以上ある方、1人

報酬1170円（通勤手当あり）　 ・
5月7日㈫～17日㈮17時までに履歴
書、医療事務資格（歯科）の取得が確
認できる書類（写し）を本人が持参※
郵送不可。国保年金課・内線324

我孫子市社会福祉協議会
移送サービスボランティア

内高齢者などを病院などへ送迎（無償）
資格①普通運転免許証②75歳以下

（75歳になる年度末まで）③運転歴10
年以上④2年以内に免許停止処分を受
けていない⑤福祉有償運送運転者講
習・セダン等運転者講習を修了（修了
していない方は講習あり）　 ・ 我孫
子市社会福祉協議会☎7185−5303

お知らせ  
ねこ譲渡会

日5月12日㈰・26日㈰、6月9日㈰・
23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
制約があるので詳しくはお問い合わ
せください　 我孫子犬猫里親会☎
090−1618−2502

遺言・相続の無料法律相談会
日5月15日㈬13時～16時　内弁護士
の面談による遺言・相続に関する相談

（1人45分）　定20人　費無料　所・
・ 5月8日㈬10時～千葉県弁護士

会松戸支部☎047−366−6611
シニアロースクール

日5月22日㈬14時～16時　所千葉家
庭裁判所松戸支部　内裁判所職員や弁
護士による成年後見の話　定先着40
人　費無料　 ・ 5月9日㈭10時～
千葉県弁護士会松戸支部☎047−366
−1211

経済センサス基礎調査
6月～令和2年3月に「経済センサス基
礎調査」が行われます。この調査は、
全ての産業分野における事業所の活動
状況などの基本的構造を全国および地
域別に明らかにし、事業所・企業を対
象とする各種統計調査の母集団情報を
整備することを目的としています。市
内の全ての事業所が対象です。5月下
旬から調査員（調査員証を携行）が訪
問し、事業所情報などの確認をします。
詳しくは、市ホームページをご覧く
ださい　 経済センサス基礎調査コー
ルセンター☎0120−202−095（5月
30日㈭～）、文書管理課・内線229
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
（700MHz帯）を使用するため工事を
行っています。地上デジタルテレビに
影響が出た場合は無償で回復作業を行
います　 700MHzテレビ受信障害
対策コールセンター☎0120−700−
012（9時～22時、年中無休）

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5月13日㈪10時30分～11時45分

講師佐藤正一さん（桃太郎）　対・定
20歳以上、30人（要申込）　費無料　
持運動靴、飲み物　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
◎はじめてのベビーダンス
日5月14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　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
◎スマホ・タブレット・パソコン相談
日5月18日㈯13時～15時30分　定8
人（要申込）※1人60分、ほかミニ相
談あり※1人30分以内（受付15時ま
で）　費無料　持相談したい機器
◎パパと体操！
日5月26日㈰10時～12時　内楽しく
遊びながら運動能力をアップ。講師…
押田勝治さん　対・定1歳半～未就園
児のお子さんと男性保護者、先着20
組　費無料　持飲み物
◎キッズ伝統芸能体験 箏曲（琴）
練習日5月26日㈰、6月2日㈰・9日㈰・
23日㈰・30日㈰、7月6日㈯・7日㈰・
14日㈰午前。7月19日㈮午後　舞台
発表7月20日㈯　内「本物」を体験し
て日本の伝統文化を学びましょう。講
師…久東寿子さんほか　対小学生、先
着20人（全回参加できる方優先）　費
無料　持白靴下

〈共通〉所・ 我孫子南近隣センター　

☎7181−1011
新木地区まちづくり協議会

◎新木ふれあい春まつり
日 5 月 19 日 ㈰ 10 時 ～14 時　 内 バ
ザー、フリーマーケット、模擬店、ヒッ
プホップダンス、万華鏡、スポーツ吹
き矢、射的遊びほか　所・ 新木近
隣センター☎7188−2010

布佐南地区まちづくり協議会
◎地域コミュニティーづくりのための
映画鑑賞会
日5月19日㈰13時30分～　内「あん」
出演…樹木希林ほか　費無料　所・
布佐南近隣センター☎7189−3740

■ 「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5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
前日に電話でお問い合せください。

◎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

5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

布クラブ教室（子ども用
甚平）※2回連続で参加
できる方

14日㈫
9時30分～15時
6月11日㈫
9時30分～15時

5人 1回300円 ほどいた浴衣、ミシン糸、
裁縫道具、昼食

布クラブ教室（傘布から
裏付きエコバッグ）

8日㈬
9時30分～15時 5人 300円 裁縫道具、ミシン糸、昼食

木工教室（鉢カバー）　 10日㈮10時～12時 5人 300円 なし
バッグ作り教室（裂き織
りと別布のコンビポシ
ェット）

10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　 15日㈬
9時30分～12時 5人 300円 なし

布クラブ教室
（帯からミニバッグ）

15日㈬
9時30分～15時 5人 300円 裁縫道具、昼食

布クラブ教室
（着物からチュニックブ
ラウス）

16日㈭
9時30分～15時 5人 300円

ほどいた着物1着分、芯30cm
×30cm、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 16日㈭10時～12時 5人 300円 包丁は1人2本まで

裂き織り教室 28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 28日㈫9時30分～
11時30分 2人 300円 なし

お裁縫相談 12日㈰ 9時～12時 3人
募集

※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　3 月末日現在

3 月の発生件数 29 件
今年の発生件数（1 月～） 72 件
前年同期比 +9 件

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

3 月の負傷者数 31 人
今年の負傷者数（1 月～） 83 人
前年同期比 +5 人

【杉村楚人冠記念館 臨時休館】　
館内作業のため5月14日㈫～17日
㈮まで臨時休館します。杉村楚人冠
邸園は通常どおり開園します。

　杉村楚人冠記念館☎7182−
8578

http://www.children-village.com/
http://www.children-village.com/
http://www.abiko-fureaikoubou.com
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