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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

講演・催し たのしもう

▼世界国別何でも語る会：ウズベキス
タン編　6月16日㈰13時～16時。け
やきプラザ10階会議室。2部スウェー
デンカフェ：スウェーデンになぜ寝た
きり老人がいないのか。 上原☎070
－5541－7855
▼パラダイス・ステップ無料講習会　
6月17日㈪アビスタ。24日㈪近セこ
もれび。18時～。老若男女、誰でも
簡単に踊れる新しいスタイルのダンス
講習会。主催・日本障害福祉ダンス連

盟。 北原☎7183－5245
▼野崎信一成田沿線水彩百選 コルク
ボード絵　6月18日㈫～23日㈰。ギャ
ラリーなごみ（米屋総本店）。各駅周
辺の史跡文化財・神寺社・風景・イベ
ントを水彩で鮮やかに描いた作品。無
料。 野崎☎7106－1369
▼ヘルス・サークル無料体験会　6月
19日㈬・24日㈪13時30分～、29日
㈯13時～。柏市中央体育館アリーナ
または柔道場。リズム体操、ストレッ
チ、脳トレほか。要予約。講師は経験
豊富。 染谷☎7143－1933
▼ゴスペルサークル無料体験　6月24

日、7月8日・22日、8月26日（毎月第2・
４㈪）10時30分～12時。シティア・
森のオープンカフェ。 あびこゴス
ペルクワイア・吉田☎090－2185－
4188
▼琴伝流大正琴無料体験　6月25日㈫
13時～。近セふさの風（ナリタヤ布佐
店近く）会議室2。大正琴に触れてみ
ませんか。 大久保☎090－3234－
7252
▼吹矢を体験してみませんか　6月28
日㈮10時～12時。新木近セ。100円

（マウスピース代）。 我孫子吹矢ク
ラブ・黒木☎090－6565－9641
▼第14回サマーイベント（講談、落
語）　7月28日㈰14時～。けやきプラ
ザホール。チケット配布7月3日㈬～。
先着551人。無料。 松柳、中山☎
7165－2883
▼冷えとり勉強会　7月13日㈯14時

～。我孫子南近セホール。好評によ
り13回目。冷えとりの基本と夏を楽
に過ごすコツ。500円（要申込）。
かおり鍼灸院・酒井☎090－3539－
4126
▼成年後見無料相談室のご案内　毎月
第1㈬14時～16時。当会事務所（本町
3の2の1アビイマンション718）。専
門家・後見人による相談。予約可。
・ 東葛市民後見人の会我孫子支部☎
7137－9393

会員・仲間募集 やってみよう

▼我家の整体師　毎月第2・4㈫13時
～、2時間。近セほか。健康な70歳
までの男女10人募集。整体技術をマ
スターする中で自身の健康促進と家
族の健康に役立てる。入1000円。月
3000円。 ・ 依田☎7184－9606

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

初心者の方、大歓迎！さわやかヨーガ
日原則毎週㈭19時30分～20時30分
費1回800円（初回のみ無料）　所・
市民プラザ☎7183－2111

募集  
国民健康保険運営協議会
被保険者代表委員

任期10月1日～令和3年9月30日（協
議会は平日の昼間に開催）　内国民健
康保険について意見交換・調査・審
議・市長への意見の答申など　対・定
市内在住で我孫子市国民健康保険に加
入している20歳～72歳の方、3人（他
の審議会などの委員に委嘱されている
方は除く）　報酬半日3500円　選考
レポート　 ・ 7月12日㈮必着で
郵送または持参。「国民健康保険につい
て」の意見・提言などを800字程度に
まとめ、別紙に住所・氏名・年齢・性
別・職業・電話番号、封筒表面に「応
募」と明記。〒270－1192市役所国
保年金課（住所省略可）・内線646

県立我孫子特別支援学校 
給食調理員

任期令和2年3月31日まで（更新あり）
勤務日時平日7時30分～16時15分の
うち6時間程度（週29時間、夏季休業
中は勤務なし）　給与月額17万7200
円　定1～2人　 ・ 我孫子特別支
援学校☎7187－0831

お知らせ  
定例教育委員会

日6月26日㈬14時予定（議案内容に
より変更あり）　所水道局4階会議室
内6月21日㈮以降にお問い合わせくだ
さい。傍聴される方は、開催予定時間
前に傍聴券に必要事項を記入し、指示
に従って入室してください　 教育委
員会総務課☎7185－1110
平成31年度 税務職員採用試験

受験資格①平成31年4月1日において
高等学校または中等教育学校を卒業し
た日の翌日から起算して3年を経過し
ていない者および令和2年3月までに

イベント  
我孫子市バドミントン連盟

第37回夏季大会
日7月7日㈰9時受付開始　所市民体
育館　種目混合ダブルス（男女とも1
部・2部・3部）　対1部・2部はオー
プン、3部は連盟会員または市内在住・
在学・在勤の1部・2部以外の方　費
1人1500円（連盟会員は1000円）　
6月27日㈭までに我孫子市バドミン
トン連盟ホームページ http://abi
kobadmin.webcrow.jp/　 高橋☎
080－1239－4360

販売会 湖北「夏の市」
日7月3日㈬・4日㈭普通科11時～13
時、流通サービス科11時～14時30
分　所セブンパークアリオ柏　内作業
製品、野菜、花苗、パン、お菓子など　

湖北特別支援学校☎7188－0596
ゆかた着てみませんか

日7月7日㈰①10時～12時②13時～
15時　所市民プラザ和室　内浴衣を
自分で着る方法と半巾帯の結び方を
指導します　定先着各15人　費500
円　持ゆかた、半巾帯、ユナベルト、
コーリンベルト、帯板、伊達締め、タ
オル、ひも類、ゆかた下など　 我
孫子きもの教育協会・阿部☎7188－
9406

農家と市民の交流イベント
採って食べよう夏野菜！

日7月20日㈯10時～13時（雨天時21
日㈰）   所高木博之農園（新木1434）
※駐車場に限りがあるため、乗り合わ
せの上ご来場ください　内キュウリや
ジャガイモなどの収穫を体験し、夏野
菜カレーを食べる。新鮮野菜の販売あ
り　定先着30人（要申込）　費300円

（未就学児無料）　持長靴、軍手、タオ
ル、帽子、飲み物、お椀

わ ん

、箸、スプー
ン　 ・ あびこ型「地産地消」推進
協議会☎7128－7770（祝日を除く
月・火・木曜日9時～17時） info@
abiko-chisan.com

講演・講座・教室  
落語で学ぶ「振り込め詐欺被害防止」

日6月29日㈯10時～12時　所湖北台
近隣センター大会議室　内増加する振
り込め詐欺の手口と注意。　特別ゲス
ト・三遊亭とん楽さん（真打ち）によ
る落語　費無料　 我孫子を元気に
する会・林☎7187－0333
第25回 卓球講習会（初心者向け）

日8月4日㈰中学生の部9時30分～12
時30分、小学生・一般の部13時30分
～16時30分　所市民体育館　内卓球
のイロハ・楽しさを体験。顧問の先生
を対象に練習メニューなどの講習も行
います　対小学生以上の初心者・未経
験者　費1000円（小・中学生200円、
高校生500円）　 7月12日㈮までに
Eメールまたははがきに氏名・部門・
電話番号を明記。〒270－1158船戸
1の6の10古田岳志☎7128－8607

（土・日曜日、夜間のみ） furuta_
tt@yahoo.co.jp

ソフトテニス家族講座
日7月21日㈰・28日㈰、8月4日㈰9
時～12時（予備日8月11日㈷）　所手
賀沼公園　内素振りから始まり、最終
日に家族で試合ができるようになるま
で　対・定小・中学生の家族、先着
30組　費1家族1000円、保険代1人
100円　持運動のできる服装、テニス
靴※ラケットの貸し出しあり　 ・
櫻井☎090－4716－8014

高等学校または中等教育学校を卒業す
る見込みの者 ②人事院が①に掲げる
者に準ずると認める者　試験日9月1
日㈰（第1次）　 6月17日㈪～6月26
日㈬（インターネットのみ）※詳しく
は https://www.jinji.go.jp/saiyo/
saiyo.html　 東京国税局人事第二
課☎03－3542－2111・内線2163
我孫子市水道事業運営審議会の公開

日6月28日㈮10時～（傍聴人受付9時
45分～）　所水道局3階会議室　内平
成30年度水道事業会計決算見込み、
平成31年度水道事業会計予算　定先
着5人　 水道局経営課☎7184－
0114

一日金融公庫開設
日7月11日㈭　内事業資金融資につい
ての相談　所・ ・ 7月5日㈮まで
に我孫子市商工会☎7182－3131
女性のための再就職支援セミナー＆

個別相談会
日7月29日㈪10時～12時…セミナ
ー、13時～16時…個別相談　所鎌ケ
谷市総合福祉保健センター3階(鎌ケ
谷市新鎌ケ谷2の6の1）　対・定再就
職を希望する女性、セミナー先着30
人、個別相談先着4人（セミナー参加
者）※託児（0歳～就学前）先着10人、
7月12日㈮までに要申込（無料）※雇
用保険受給者の活動実績になります　

・ 6月17日㈪～鎌ケ谷市商工振興
課☎047－445－1240

施工業者紹介制度
住まいの増改築・修繕などで、施工業
者がわからずお困りの時はご相談くだ
さい。我孫子市住宅センター協議会を
通じ施工業者を紹介します　業種設
計、耐震診断、建築工事、屋根工事、
建具工事、塗装工事、内装工事、電気
設備工事、造園工事、エクステリア工
事など　 建築住宅課・内線601

労働力調査
労働力調査は、統計法に基づく基幹統
計調査で、この調査から明らかになる
完全失業率などが景気判断や雇用対策
などの基礎資料として利用されます。
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