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〈市民伝言板の申込方法〉　このコーナーに掲載を希望する方は、広報掲載依頼書（市役所秘書広報課広報室・各行政サービスセンターで配布、市ホームページから
ダウンロードも可）に必要事項を記入し、掲載希望号の1カ月前の前日までに広報室へ提出してください。掲載する内容はイベント名・日時・場所・内容・費用・
問い合わせ先などです。　 　秘書広報課広報室 ☎7185－1269 7185－1520

情報
ひろば

「情報ひろば」の掲載記事は、市や官公庁主催・共催・後援、
補助団体の記事です。各項目は、次のように省略しています。
日…日時、所…場所、内…内容、対…対象、定…定員、費…費
用、持…持ち物、 …申し込み（記載のないものは申し込み
不要）、 …問い合わせ、楽…あびこ楽校事業

民プラザ会議室1　内理事会運営のき
ほん　対・定市内マンションの管理組
合・居住者など、先着30人　費無料　

・ 6月17日㈪までに建築住宅課・
内線601

認知症サポーター養成講座
日6月20日㈭17時45分～18時45分
内認知症を正しく知りその方や家族の
気持ちを考え温かく応援する　定先着
20人（要申込）　費無料　所・ ・
平和台病院☎7189－1545

ちば里山カレッジ
「森を知ろう・森に学ぼう」

日6月23日㈰～12月1日㈰（計6回）　
所千葉県緑化拠点施設（袖ケ浦市）ほか
定先着25人　 ・ 6月20日㈭ま
で。ちば里山センター☎0438－62－
8895 info@chiba-satoyama.net

千葉県男女共同参画
シンポジウム＆ネットワーク会議

日6月23日㈰13時～16時30分　所千
葉県男女共同参画センター会議室（千
葉市）　内①講演会「誰もが活躍チャ
レンジ！ いまどき仕事の選び方、働
き方」②ネットワーク会議「パラレル
ワーク」ほか。講師…油井文江さんほ
か　定①50人②30人　費無料　 ・

千葉県男女共同参画センター（月曜
休館）☎043－420－8411

楽天王台介護予防教室
転倒予防のためのロコモ体操

日6月28日㈮10時～12時　所天王台
北近隣センター　講師轟幸治さん（た
くみのマッサージ）　定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

公募補助金説明会＆申請書の
書き方のコツが学べる講座

日6月29日㈯①説明会13時30分～14
時30分②講座14時45分～16時　所
けやきプラザ10階　講師①市民活動
支援課②原田正隆さん（千葉市民活動
支援センター長）　定先着15人　費無
料　 ・ 市民活動ステーション☎
7165－4370 abikosks@themis.o
cn.ne.jp

楽音楽療法でリフレッシュ！
～元気にドレミ♪～（第2回）

イベント  
第50回市民柔道大会

日6月16日㈰10時～　所市民体育館
対市内在住・在学・在勤の小学生～
一般の方　費500円（小・中学生300
円）　 ・ 6月10日㈪必着で、はが
きに大会名・住所・氏

ふ り が な

名・生年月日・
学年・段位・電話番号を明記。〒270
－1119南新木1の15の19下村好仁☎
090－2739－0257

体育館イベント
「ウエア販売会＆骨密度大測定会」

日6月11日㈫～16日㈰10時～20時　
内販売会は定価から50％ OFFの商品
多数。インボディー測定300円、骨密
度測定400円、セット500円　所・
市民体育館☎7137－9030

湖北地区社協「春の健康まつり」
日6月11日㈫13時30分～16時　所
湖北地区社協事務所（スーパーマスダ
3階）　内①13時30分～14時15分…
講演「歩く介護予防」（先着30人）※申
込不要②14時30分～16時（受付14時
15分～15時30分）…体力・血管年齢
測定、健康相談、脳内元気度測定、脳
の健康教室体験　 湖北地区社会福
祉協議会☎7187－2551

第134回史跡文学散歩
「教育の森周辺を訪ねる」

日6月16日㈰我孫子駅改札口内9時集
合（小雨実施）　内茗荷谷駅→教育の
森（嘉納師範像）→石川啄木終

しゅう

焉
え ん

の地
→小石川植物園（養生所跡、徳川綱吉
館林藩主時代庭園跡など）。講師…越
岡禮子さん　費500円（要申込）※軽
食持参　 ・ 我孫子の文化を守る
会・越岡☎7184－2047

市民ソフトボール大会
日7月7日㈰受付8時30分～（予備日7
月14日㈰）　所利根川ゆうゆう公園野

球場　内男子の部（8チーム）、女子の
部（4チーム）　費1チーム6000円※6
月22日㈯18時～市民体育館会議室で
代表者会議を開催　 ・ 6月19日
㈬必着ではがきに「市民ソフトボール
大会」・チーム名・種目・代表者の住所・
氏名・電話番号を明記。〒270－11
21中峠3066の24古内新一☎7187－
0750

スポーツ婚活 
ボウリングde恋にストライク！

日7月20日㈯10時30分～17時　所け
やきプラザ11階　内①ボウリング②
キリンビール工場の見学、試飲ほか
対・定男女とも独身で35歳までの方、
各16人(最小催行人数…各8人)※応募
者多数の場合は抽選　費3200円（ゲ
ーム代・昼食付き）　 ・ 6月23
日㈰までに電話またはEメールに住
所・氏名・生年月日・電話番号を明
示。結婚相談所あび♡こい♡ハート☎
7184 － 8100 wedding@abiko-sh
akyo.com

講演・講座・教室  
SKSカフェトーク

「第2土曜日はMamaのマイ・タイム」
日6月8日㈯13時30分～15時30分　
内仕事と子育てを両立させたいママの
交流会　定先着10人　費無料　所・
・ 市民活動ステーション☎7165－
4370 abikosks@themis.ocn.ne.jp
楽認知症の方の家族のつどい「あびこ」

日6月12日㈬13時30分～15時30
分　所けやきプラザ7階研修室　内介
護方法や日頃の悩みなどについての情
報交換　対認知症の方を介護してい
る家族・介護経験者　費無料（申込不
要）　 高齢者支援課☎7185－1112

マンション管理セミナー・相談会
日6月22日㈯9時30分～13時　所市

日7月8日㈪13時～14時30分　内歌・
リズム遊びなどで脳トレーニング。講
師…藤原葉子さん（流山音楽療法）　定
20人　持動きやすい服装、室内履き、
飲み物　費500円　所・ ・ 湖北地
区公民館☎7188－4433

募集  
こども発達センター職員

①嘱託看護師
内看護業務　対・定看護師免許を有し
ている方、1人　
②嘱託相談支援専門員
内発達に支援が必要な児童やその家族
に対する相談支援および、児童通所支
援を利用するための計画作成など　
対・定相談支援専門員または資格取得
可能な実務経験を有し自動車運転ので
きる方、1人

〈共通〉任期7月1日～令和2年3月31
日　勤務日時平日8時30分～17時（月
16日）　報酬時給1420円（通勤手当
あり）　選考書類、面接　所・ ・
6月12日㈬までに履歴書、レポート

「自分の職種の視点から考える、子ど
もの発達支援と保護者支援について」

（1600字以内）、資格証または合格証
の写しを本人が持参・郵送（書類返却
不可）。〒270－1112新木1637こど
も発達センター☎7188－0472

あびっ子クラブ・学童保育室
アシスタント（臨時職員）　

任期7月10日㈬～8月31日㈯　勤務
時間7時45分～19時までの3～7時間

（シフト制）　勤務場所各あびっ子ク
ラブ・学童保育室（四小・根戸小・三
小・二小・新木小学校以外）　対18歳
以上で児童に携わる仕事に意欲のある
健康な方　賃金時給920円（通勤手当
あり）　 ・ 6月20日㈭17時までに
登録受付票（子ども支援課・各学童保
育室・あびっ子クラブで配布、市ホー
ムページからダウンロード可）を本人
が持参。受付時に勤務に関する聞き取
りあり。子ども支援課（市役所西別館
2階）・内線449

第12回あびこカッパまつり出店者
日8月31日㈯11時～21時（予備日な

講演・催し たのしもう

▼ゴールデンシンガーズ 夏のコンサー
ト!!　6月6日㈭11時～。印西市文化
ホールロビー。バンド演奏に合わせて
一緒に歌おう。ブルーシャトウ、天城
越え、高原列車、Oh! Carolほか。無
料。 平本☎7187－5967
▼第114回・115回楽しい歌声広場　
6月7日㈮、7月19日㈮14時～15時
30分。我孫子北近セ並木。懐かしい
歌や童謡を一緒に歌いませんか。500

円（初回のみ別途歌集代）。飲み物持参。
乳
にゅう

井
い

☎7185－2010
▼スマホを一緒に勉強しよう　6月8
日㈯13時30分～15時30分。我孫子
南近セ第2会議室。参加者同士でス
マホの操作勉強と懇談。先着20人。
500円（茶菓付き）。 スマホを学ぶ
会・伊藤☎090－8644－1794
▼笑いヨガ体験会　6月12日㈬10時
～11時15分。布佐ステーションホー
ル。笑いの体操とヨガの呼吸法を組み
合わせた健康法。先着10人。500円。
飲み物、タオル持参。 佐藤☎090

－6652－1438
▼名画鑑賞会「恐るべき子供たち」　6
月12日㈬12時30分～。アビスタ第2
学習室。1950年、フランス、90分、
白黒字幕。出演…ニコール・ステフ
ァーヌ。先着40人。200円。 内島
☎080－5031－7306
▼ジャガイモ掘りとカレーパーティー
6月15日㈯10時30分～（雨天中止）。
第2農園（北新田）。400円（就学前
200円、2歳以下無料）、芋代200円。
長靴、汚れてもいい服装。 ・ 12
日㈬までにむつぼし☎7184－6258
▼健康セミナー　6月15日㈯13時30
分～。千葉大学柏の葉キャンパス。薬
用植物の国産化の必要性、鍼

し ん

灸
きゅう

治療の
世界。先着130人。200円。 ・ 千
葉大学柏の葉診療所☎7137－8471

kashiwanoha-clinic@chiba-u.jp
▼居合体験教室　6月16日㈰17時～
18時。我孫子第一小学校体育館。居
合の基本と試し斬りを体験してみませ
んか？無料。 貝塚☎080－7826－
5607
▼公開講座「平成」から「令和」へ－万
葉集への誘

いざな

い－　6月18日㈫13時30
分～15時。アミュゼ柏。無料。申し
込みなど詳しくは本学HP。 二松学
舎大学☎7191－8753
▼第33回歌声喫茶・カリンカ　6月
20日㈭14時～16時。市民プラザ。ア
コーディオンの伴奏でみんなで歌いま
す。500円。 小平☎7189－3996
▼Win10 PCの簡単な仕組みの理解
と遅くなる原因の見つけ方　6月23
日㈰または26日㈬14時～16時30分。

市民
伝言板

市民伝言板は、次のように省略しています。
詳しい内容の確認は、当事者間で行うようお願いします。
近セ…近隣センター 、入…入会金、月…月会費、年…年
会費、 …申し込み、 … 問い合わせ
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