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楽 聞こえない・聞こえにくい方の

ための読話講習会
日 7 月 25 日、8 月 8 日・29 日、9 月 5
日・19日、10月3日・17日、11月7

日・21日、12月5日の毎回㈭13時40
分～15時20分(全10回) 内相手の口
の動きや表情から音声言語を読み取る

練習（要約筆記あり） 対・定市内在
住の中途失聴者・難聴者と家族、千葉
県中途失聴者・難聴者協会会員など、
先着20人 費無料 所・ ・ ファ
クスで、障害者福祉センター☎7185
－1124 7188－0242※湖北駅北
口から送迎バスあり
（迎え13時30分、
送り15時30分）

こもれびまち協･天王台地区社協
第50回シニアいきいき講座
日 7 月 28 日 ㈰ 13 時 30 分 ～15 時 40
分 所近隣センターこもれび 内講座

「介護が必要になる前の取り組み」、
ミュージックフープ健康体操＆ヘルス
リズムス 定先着50人 費無料
・ 7月26日㈮までに電話･ファクス・
窓口で住所・氏名・電話番号を明示。
天王台地区社会福祉協議会☎ 7183
－9009
川村学園女子大学
心理相談センター公開講座
日7月28日㈰13時～15時30分 内専
門家が語るこころの問題①ストレス関
連疾患とその治療②ひきこもりと発達
障害の支援入門 定先着150人 費無
料 所・ 川村学園女子大学☎7183
－7165（火〜金曜日10時〜15時）
楽 天王台介護予防教室

認知症について一緒に考えよう
日7月31日㈬14時～16時 所天王台
北近隣センター 内歌って脳トレ、楽
しくチャレンジ。講師…今川篤子さ
ん（あびこ診療所所長） 定50人（要申
・ 天王台地区高齢
込） 費無料
者なんでも相談室☎7182－4100

募集
水道事業運営審議会委員
任期9月1日から2年間 内重要施策な
どの調査・審議（審議会は年1回程度
開催） 対・定市内在住で市の水道を

利用している20歳以上の方、2人※他
の審議会委員などとの兼任不可 報酬
・
1回3500円 選考レポート
7月16日㈫必着で、住所・氏名・生
年月日・性別・電話番号を明記し､ レ
ポート「日々の暮らしの中で水道につ

いて感じること」
（ 800字程度）を添え
て持参・郵送。〒270－1166我孫子
1684水道局経営課☎7184－0114
楽 にこにこ広場

キッズスタッフ
日7月31日㈬～8月2日㈮9時50分～
12時（9時50分に我孫子駅南口東公園
集合） 内就学前の子どもたちと一緒
に遊ぼう 対市内在住の小学5・6年

生で、8月2日㈮を含め2日以上参加で
きる方（要申込） 持エプロン、飲み
物 所・ ・ 7月17日㈬までに保
護者が電話または窓口。にこにこ広場

（アビイクオーレ2階）☎7185－8882
廃棄物基本問題調査会委員
任期9月1日から2年間 内ごみの発
生抑制を始めとした3Ｒの推進など
対・定市内在住・在勤の方、3人※他

の審議会委員などとの兼任不可 報酬
・
半日3500円 選考レポート
7月25日㈭必着で、住所・氏名・生年
月日・年齢・職業・性別・電話番号を

明記し､ レポート「ごみの発生抑制」
または「集積所で回収するごみの有料
化」
（800字程度）を添えて持参・郵送。
〒270－1121中峠2264クリーンセ
ンター☎7187－0015
し

せ い むつみ

柴青 睦
第18回天王台ふれあい夏祭り 出店者
日8月24日㈯13時～20時（荒天中止）
※出店時間は自由 所天王台北口大通
り 費4000円、物品販売1000円、
・ 7月
フリーマーケット500円
31日㈬までにやまびこ・荒井☎7184
－4925（受付13時〜16時）

子育てフリーマーケット出店者
日9月7日 ㈯10 時 ～15 時※荒 天 中止
所けやきプラザ広場 出店 数 先着15
・ Eメールに「 フリ
店 費無料
ーマーケット出店申込」、住所、氏名、
電話番号、Eメールアドレス、品名を明
記。出店条件など詳しくは市ホームペ
ージをご覧ください。子育て支援セン
ター☎7185－1915 abikodekosod
ate@city.abiko.chiba.jp

第12回 あびこカッパまつり
河童音頭大行進・カッパ仮装
コンテスト参加者
日8月31日㈯17時～18時（16時30分
集合） 内我孫子駅南口前ロータリー
をみんなで踊って行進します。※仮
・ 8月3日㈯までに申
装は自由
込書をファクスまたはホームページ
から。あびこカッパまつり実行委員
会 ☎ 070 － 3891 － 8840 7128 －
4243 https://abikokappa.jimdo.
com/
第17回 天王台地区市民まつり＆盆踊り
フリーマーケット出店者
日8月24日㈯12時～20時30分（雨天
中止） 所天王台西公園 定先着20
店 費1区画2000円※夜間の照明は
・ 坂口☎7185－8000
各自で

10

手賀沼のうなきちさんの柏レイソルユニホームが完成

～我孫子市はホームタウンとして柏レイソルを応援しています～
柏レイソルJ1復帰を願う気持ちと、
市内のサッカーを盛り上げていきたい
という市の思いから、柏レイソルをサ
ポートするヨネックス株式会社の協力
を得て、「手賀沼のうなきちさん」の

柏レイソルユニホームを作製しまし
た。サポーターを表す背番号12のユ
ニホームにはローマ字で「UNAKICHI」と書かれています。

今後、ユニホームを着た「手賀沼のうなきちさん」が柏レイソルの試合
や市内のイベントを盛り上げます！
企画課・内線270
い犬同伴

費3240円

◎一般譲渡会
日7月4日㈭、8月1日㈭、9月5日㈭
13時30分～15時 費無料
◎飼い主さがしの会
日7月17日㈬、8月21日㈬、9月18日
㈬13時30分～15時 費無料
〈共通〉所・ ・ 千葉県動物愛護セ
ンター東葛飾支所☎7191－0050（要
申込）

シルバー人材センター 入会説明会
日7月12日㈮14時～16時 所布佐市

まち協情報
布佐南地区まちづくり協議会
◎うたごえ喫茶 in FUSA
日7月7日㈰13時30分～ 定先着70

費500円（飲み物・菓子代） 所・
・ 7月5日㈮までに費用を添えて
布佐南近隣センター☎7189－3740

人

我孫子南地区まちづくり協議会
◎子どもサマーフェスティバル
日7月20日㈯10時～15時 内小学生

の書道展示・筝曲演奏、ゲームコーナー
民センターステーションホール 対・ （ヨーヨー釣り、輪投げ、ダーツほか）、
定市内在住の60歳以上で働く意欲の
かき氷（シロップかけ放題）など
ある方、先着20人 費2400円（入会
◎スマホ・タブレット・パソコン相談
・ シルバー人材センター☎
時）
日7月27日㈯13時～15時30分 内・
7188－2200
定相談…8人（要申込・60分）、ミニ
ねこ譲渡会
日7月14日㈰・28日㈰、8月11日㈰・
25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。
我孫子
保護犬猫の引き取り不可
犬猫里親会☎090－1618－2502

我孫子駅前土地区画整理事業
換地計画の縦覧
縦覧日時7月14日㈰まで9時～17時

（土・日曜日も実施） 縦覧場所市役
市街地整備課☎
所分館小会議室
7185－1171

夏休み中学生・高校生模擬裁判
日7月31日㈬10時～16時 所千葉地

相談（申込不要・30分以内） 持相談
したい機器 費無料
◎折り紙で作品づくり
日8月2日㈮13時30分～16時30分

内 駒、 花、 鳥 など 対・ 定 小 学 生、
20人（保護者同伴可） 費200円
◎書道で思い出の作品づくり
日8月3日㈯9時30分～11時30分 内
課題または好きな文字を色紙に 対・
定小学生、20人 持新聞紙、習字道具、

半紙 費200円（色紙代）
〈共通〉所・ ・ 我孫子南近隣セン
ター☎7181－1011
我孫子北まちづくり協議会

方裁判所松戸支部101号法廷 内刑事
裁判の説明、模擬裁判、講評 定先
・ 7月4日㈭9時から千
着20人

◎子ども工作会
日8月20日㈫13時～16時 内LED点
滅プログラミング 対・定小学4年～

ふたつのサマージャンボ宝くじ
「サマージャンボ宝くじ」と「サマー
ジャンボミニ」が、7月2日㈫～8月2
日㈮10時～11時45分、13時～16時。 日㈮まで発売されます。収益金は市町
村の明るく住みよいまちづくりに使わ
市役所議会棟前 持献血カード、本人
社会福祉課・内線377
れます。購入は千葉県内の宝くじ売り
確認書類
財政課・内線300
場で！
千葉県動物愛護センター

10時から我孫子北近隣センター並木
本館☎7157－4517

お知らせ

葉県弁護士会松戸支部☎047－366－
1211

献血にご協力を
日・所①7月3日㈬10時～11時45分、
13時～16時。マスダ湖北店前②7月5

◎犬のしつけ方教室
①基礎講座 日7月9日㈫、8月14日

㈬、9月10日㈫13時30分～15時30
分※飼い犬の同伴不可 費無料
②実技講座 日7月20日㈯・24日㈬、
8月28日㈬、9月25日㈬9時30分～
11時30分※基礎講座の受講必須、飼

我が家の照明LED化キャンペーン2019
期間中にLEDの照明器具に買い替え
ると、抽選で「食のちばの逸品を発掘
2019」受賞品が当たります。詳しく
は県ホームページをご覧ください
千葉県循環型社会推進課☎043－223
－4645

中学3年生、先着10人 持パソコン
費 1000 円 所・ ・ 7 月 15 日 ㈷

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内 5 月末日現在
5 月の発生件数
17 件
今年の発生件数（1 月～） 108 件
前年同期比	− 9 件
5 月の死者数
0人
今年の死者数（1 月～）
0人
前年同期比 	− 1 人
5 月の負傷者数
22 人
今年の負傷者数（1 月～） 127 人
前年同期比	− 14 人

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。

