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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。

し）　条件店舗をもって営業しており、
事前説明会に参加できる方。飲食の出
店の場合は、飲食の販売免許を持っ
ている方。※詳しくはホームページ
をご覧ください　費A区画（テント付
きけやき広場）…1万円、B区画（テン
ト付き駅前歩道）…8000円※電気は
各自で用意　事前説明会8月4日㈰15
時～我孫子南近隣センターホール※
応募者多数の場合は実行委員会で選
考（市内の方優先）　 ・ 6月30日
㈰までに申込書をファクスまたはホー
ムページから申し込み。あびこカッ
パまつり実行委員会☎070－3891
－8840 7128－4243 https://
abikokappa.jimdo.com/

学校安全管理員（臨時職員）
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　賃金時給900円　選考書
類、面接　 ・ 随時。学校教育課
☎7185－1267

お知らせ  
猫譲渡会

日6月2日㈰・16日㈰・30日㈰、7月
7日㈰・21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。
譲渡には条件があるので詳しくはお問
い合わせください　 ねこわんこ☎
080－8723－9550

広報あびこの訂正について
広報あびこ5月1日号4面に掲載した、

「第19回我孫子アートな散歩市」の期
間に誤りがありました。正しくは「5
月11日㈯～6月9日㈰」です。お詫び
して訂正します　 教育委員会文化・
スポーツ課☎7185－1601

まち協情報  
我孫子南まちづくり協議会

◎スマホ・タブレット・パソコン相談
日6月15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
◎スマホ・タブレット・パソコン講座
日6月22㈯13時20分～15時30分　
内便利で簡単！アプリの活用法　定
15人　費200円　持スマホ・タブレッ
ト・パソコン※パソコン貸し出しあり

（2台）
〈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
◎料理セミナー
日6月23日㈰13時30分～16時　内太
巻き祭りずし「ぶどう」を楽しみましょ
う。講師…川合美津子さん　定16人

（要申込）　費800円　持エプロン、三
角巾、食器用ふきん、手ふき、筆記用具、
巻きす（貸し出しあり）　所・ ・ 6
月18日㈫までに新木近隣センター☎
7188－2010

湖北台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
お楽しみ映画会
日6月20日㈭13時30分～15時30分
内「舞妓はレディ」出演…上白石萌音、
長谷川博己ほか。　定先着150人　費
無料　所・ 湖北台近隣センター☎
7187－1122

ふさの風まちづくり協議会
◎風のワークショップ
日6月21日㈮午前9時30分～12時　
内ステンドグラスで鳥のフットランプ
を作る。講師…大塚美津江さん　対・
定20歳以上の方、8人（要申込）　費
2500円　持綿手袋、紙用はさみ　所・

・ 近隣センターふさの風☎7181
－6211

市民プラザ会議室2。1500円。テキ
ストは会計時にメール送付。 今泉
☎090－4715－2905
▼スクラップブッキング　6月24日㈪
10時～12時。我孫子南近セ和室。楽
しく簡単アルバム作り。子連れ参加可。
10人。600円～。写真8枚～持参。
山崎☎050－5864－2639
▼パソコン楽しみ隊ICT講座「Word
の簡単な操作で旅行記を作ってみよ
う」　6月25日㈫13時30分～。我孫
子南近セ第1会議室。難しそうな旅
行記が簡単にできます。先着12人。
1500円。 ・ 小西☎7149－5243
▼笑いヨガ　6月28日㈮、7月12日㈮・
26日㈮10時～11時15分（いずれかの
み参加可）。アビスタ。笑いのエクサ
サイズとヨガの呼吸法を組み合わせた

健康体操。15人。1回300円。 田島
☎090－4202－8579

会員・仲間募集 やってみよう

▼エナジー社交ダンスサークル（仲良
し）　毎週㈬15時～。沼南近セ（柏市）。
簡単なステップから、プロが親切に教
えます。その他無料練習日あり。女性
も大歓迎。入1000円。月2000円。
元教員・榎本☎070－1434－9560
▼生き生きとした太極拳をしよう　毎
週㈮13時～15時。市民体育館。講師
…有段者2人。24式・32式剣（テキス
トあり）楊式。伝統楊式を基に。ほか
練功18法・気功も。月2000円。 藤
澤☎7187－2606（16時～20時）

■ 「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

6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

バッグ作り教室（裂き織
りバケツ型トートバッ
グ）

14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

木工教室（木で作るおも
ちゃ、レーシングカー）
※3回連続参加できる方

11日・18日・25日
㈫10時～12時 5人 初回全納

1000円 なし

布クラブ教室（傘布から
ペットボトル入れ）　

12日㈬
9時30分～15時 5人 300円 裁縫道具、ミシン糸、昼食

包丁研ぎ教室 13日㈭10時～12時 5人 300円 包丁は一人2本まで　

布クラブ教室（針刺し）　 19日㈬
9時30分～15時 5人 300円 裁縫道具、昼食

布ぞうり作り教室 19日㈬
9時30分～12時 5人 300円 なし

布クラブ教室（着物から
トッパ―ベスト）

20日㈭
9時30分～15時 5人 300円

ほどいた着物1着分、裁縫道
具（チャコペーパー、まち
針など）、ミシン糸、昼食

裂き織り教室 25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 25日㈫9時30分～
11時30分 2人 300円 なし

お裁縫相談 9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　4 月末日現在

4 月の発生件数 19 件
今年の発生件数（1 月～） 91 件
前年同期比 0 件

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

4 月の負傷者数 22 人
今年の負傷者数（1 月～） 105 人
前年同期比 － 7 人

楽 東京オリンピック・パラリン
ピック パネルキャラバン

NECグリーンロケッツ　
あびこラグビー day2019

　東京オリンピック・パラリンピックを盛り上げ
るため、千葉県内で実施される競技のパネル展示
を行います。ぜひご覧ください。
日時　市民体育館…6月8日㈯～13日㈭、アビシ
ルベ…6月15日㈯～21日㈮正午まで

　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1604

　消防団員・消防職員、防災関係者など
約500人が参加し、利根川の増水を想定し

た、土のうづくりや、青竹を使って堤防の亀裂拡大
を防ぐ「折り返し工法」、漏水を防ぐ「月の輪工法」
などの伝統的な工法を行います。また、国土交通省
の災害対策用機械の展示も行います。
日時　6月8日㈯午前8時30分～正午（雨天実施）
場所　柏市布施地先利根川河川敷新利根大橋付近（駐車場あり）

　治水課・内線640

日時　6月8日㈯午前9時～午後3時30分　
場所　NEC我孫子事業場ラグビーグラウンド
内容　NECグリーンロケッツ vs NTTドコモ
レッドハリケーンズ（午後1時キックオフ）
※選手との交流会などイベント盛りだくさん！
詳しくはホームページをご覧ください。

　NECロケッツクラブ事務局☎03－6721－0636
http://rugby.necsports.net/spring_game_2019-abiko/

第56回柏市・我孫子市共催水防演習

https://abikokappa.jimdo.com/
https://abikokappa.jimdo.com/
http://rugby.necsports.net/spring_game_2019-abiko/
http://www.abiko-fureaikoubou.com
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