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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

▼サマースクール スクラップブック
を作って夏の思い出を残そう！　7月
20日㈯10時～12時30分。小学6年生
以下（未就学児は保護者同伴）。300
円（昼食付き）。 ・ 我孫子福音キ
リスト教会・田村☎7182－9468
▼反核平和の火リレー　7月24日㈬8
時我孫子駅北口出発、10時45分ごろ
我孫子駅到着。ヒロシマ平和の火を掲
げませんか？ 実行委員会☎7188－
0007

▼歌声クラブ　7月25日㈭、8月22日
㈭13時30分～15時。我孫子北近セ並
木。プロのソプラノ歌手と現役ピアノ
講師が贈る歌の世界。あなたも一緒
に歌いませんか？ 500円。 稲吉☎
090－4027－6903
▼ピアノでつづる ウィーンよもやま
ばなし　7月26日㈮15時開演。アミュ
ゼ柏1階プラザ。平日の午後のひとと
き、街角の贅

ぜ い

沢
た く

な音楽会はいかがです
か。 T

てぃ

企画部・井ノ上☎047－342
－3189
▼松戸駐屯地盆踊り大会　7月26日㈮
15時30分～20時20分。新京成元山

駅徒歩5分。模擬店、ちびっ子ゲーム、
盆踊り、打ち上げ花火など。駐車場な
し。 広報班☎047－387－2171（内
線235）
▼第26回柏水彩会展　7月30日㈫～
8月4日㈰9時～18時（初日12時～、
最終日17時まで）。さわやかちば県民
プラザギャラリー1・2階。 町田☎
7163－6354
▼あびこママ体操　7月30日㈫天王台北
近セ、8月20日㈫近セこもれびホール。
10時～11時。腰痛・肩凝り・尿失禁の
予防・改善。講師…屋嘉部めぐみさん。
800円。申込不要。子連れ歓迎。バスタ
オル持参。 日浦☎7182－4888
▼ハンディ君ハンディちゃんのママ
たちのお話会　7月31日㈬13時～15
時。湖北地区公民館第1和室。交流会。
5人。300円（場所とお茶代）。 おひ
さま＆おつきさまの会・平川☎080－
3029－7521（ショートメール）

▼「破壊消防から近代消防への変遷」：
《火事と喧嘩は江戸の華》　8月10日
㈯14時～16時。我孫子市民プラザ会
議室1。講師…稲葉義行さん。35人。
300円。 我孫子の文化を守る会・
放談くらぶ・佐々木☎7185－0675
▼呼魂太鼓創立35周年記念公演　8
月18日㈰13時30分開演（13時開場）。
アミュゼ柏ホール。太鼓演奏。400
人。900円（前売り800円）。 村上
☎090－4747－8186

会員・仲間募集 やってみよう

▼チェリー社交ダンス同好会　毎月第
1・第2・第4㈫13時～16時30分。新
木近セ。多少経験のある方大歓迎。初
心者も可。ぜひ一度見に来てください。
お待ちしております。月1000円。
石毛☎090－6944－9443

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

㈭・30日㈮　所我孫子南近隣センター
ホール　定先着各74人　費7500円　

・ ①7月29日㈪～31日㈬②8月5
日㈪～7日㈬必着で申請書（日本防火・
防災協会ホームページからダウンロー
ド可、消防本部および各消防署・分署
に用意）をファクス・持参。千葉県消
防設備協会（千葉市中央区道場南1の
9の15千葉県電工会館2階）☎043－
306－3871 043－223－6610　

消防本部予防課☎7181－7702
楽湖北地区公民館（コホミン）講座

◎カラダを知ろうシリーズ
～呼吸で健康！練功十八法～（後段）
日8月2日・9日・23日・30日、9月
13日・20日・27日、10月4日・18日・
25日、11月8日・15日毎回金曜日15
時30分～16時30分（全12回）　内音
やカウントに合わせ、どこでも気軽に
できる呼吸体操（起立した状態で行う
運動）。講師…葉山美貴さん（練功普及
指導員）　定先着30人　費6800円　
持運動できる服装、室内用運動靴、タ
オル、飲み物　所・ ・ 湖北地区公
民館☎7188－4433

募集  
臨時保健師

任期令和2年3月31日まで　勤務時間
8時30分～17時（月20日勤務）※応相
談　内健康相談、家庭訪問、健康教育、
集団検診など　対・定保健師の有資格
者で、自動車運転・パソコン操作の
できる方、1人　選考書類、面接　賃
金時給1410円※通勤手当あり　所・

・ 履歴書・資格証写しを郵送・本
人が持参。〒270－1132湖北台1の
12の16健康づくり支援課（保健セン
ター）☎7185－1126

ママへのごほうびフェスタ2019
飲食店出店者

日9月7日㈯10時～15時（雨天中止）　
所けやきプラザ広場　定7店舗（市内
事業者優先）※応募者多数の場合は抽
選　費無料（間口3m×奥行2.5m）　

イベント  
動物ふれあい広場

日7月20日㈯、12月14日㈯10時～
12時　内散歩体験、トリミング体験　
対・定小学生と保護者、15組（要申
込）　所・ ・ 動物愛護センター東
葛飾支所（柏市高柳1018の6）☎7191
－0050

第49回 我孫子市民剣道大会
日9月22日㈰9時開会　所市民体育館
内・対個人戦（小学校低学年・高学年、
中学生男子・女子、高校生男子、高校
生以上女子、大学・一般男子〈年齢別〉）
費小・中学生300円、高校生以上500
円　 ・ 7月31日㈬必着でEメール
に住所・氏名・電話番号・性別・年齢

（学年）・段級位を明記。山口☎080－
8912－1470 smccsa1231@gmail.
com

プラザで夏祭り2019
日8月4日㈰10時～15時　内ダンボー
ル迷路、ストラックアウト、バルー
ンアートなど　費入場無料（一部参加
費50～100円）　所・ 市民プラザ☎ 
7183－2111

柏市民吹奏楽団 第60回演奏会
日8月4日㈰15時開演　所柏市民文化
会館大ホール　内「ノートルダムの鐘」
より、交響曲第2番「キリストの受難」
ほか　費無料　 山口☎090－3516
－8288

本田早美花バイオリンリサイタル
日8月8日㈭14時開演　所けやきプラ
ザホール　内エルガー「愛のあいさつ」、
ヴィエニャフスキ「サンフランシスコ
の思い出」ほか　費2000円（前売り
1500円）　入場券販売所軽喫茶ぽぽ

ら、ブックマルシェほか　 ふれあい
塾あびこ☎080－1364－0371

5人のピアニストと仲間たち
～ Summer Concert ～

日8月11日㈷19時開演　所アミュゼ柏
出演稲吉宏佳さん、関和花奈さん、鈴
木綾乃さん、髙須久子さん、髙須洋美
さんほか　費1500円　入場券販売所
軽喫茶ぽぽら、ブックマルシェほか　

ムジークフロイデ・髙須☎7184－
2526

講演・講座・教室  
トラベルイングリッシュ パートⅡ

オリンピック編
日8月5日㈪・12日㈪・19日㈪・26
日㈪13時40分～15時10分　所市民
プラザ　内「道と電車の案内」や「日
本の文化（夏祭り）」など。初級レベ
ル。 講 師 … グレ ッ グ・ リ ー チ さん

（カナダ出身）　定15人（要申込）　費
9720円（テキスト代含む）　持筆記用
具　 ・ 7月26日㈮までに住所・氏
名・電話番号・Eメールアドレスをフ
ァクス・Eメール。我孫子市国際交流
協会（AIRA）事務局☎7183－1231
7183－2005 info@e-aira.jp
プログラミング（スクラッチ）集中講座
日①7月29日㈪～31日㈬10時10分～
12時20分②8月20日㈫～22日㈭13
時30分～15時40分　対・定小学3年
生以上、先着各10人　費6000円　所・

・ 電話・ファクスで住所・氏名・
電話番号・年齢（学年）・希望回を明示。
あしらねデジタル塾（スーパーマスダ3
階）☎ 7197－3308（10時～16時）

甲種防火管理新規講習
日①8月26日㈪・27日㈫②8月29日

・ 7月31日㈬までに申込書（市ホ
ームページからダウンロード可）をE
メール・持参。子育て支援センター（ア
ビイクオーレ2階）☎7185－1915
abikodekosodate@city.abiko.
chiba.jp

西部福祉センター臨時職員
勤務日時火曜日（隔週）～日曜日9時
～16時15分のシフト制　内湯茶の接
待、事務補助など　対ワード・エク
セルができ、週2～3日勤務できる方

（土・日曜日も数回勤務あり）　賃金
時給900円（通勤手当あり）　 ・
7月31日㈬までに履歴書を郵送・持参。
〒270－1168根戸917の1西部福祉
センター☎7185－5818 

ICT教育支援員（臨時職員）
任期8月30日～学期ごとの任用（更新
あり）　勤務日時原則平日週5日（週20
時間）、8時～12時※勤務時間は各学
校と調整　勤務場所湖北中学校、湖北
小・新木小学校　対・定情報機器の活
用・設定方法に精通している方、1人　
賃金時給1040円（通勤手当あり）　選
考書類、面接　 ・ 8月2日㈮17時
までに臨時職員登録申込書（教育委員
会指導課に用意。市ホームページから
もダウンロード可）に写真を貼付し本
人が持参。教育委員会指導課（水道局
4階）☎7185－1367

我孫子市社会福祉協議会臨時職員
任期9月1日～　勤務日時平日8時～
16時（週2～3日）　所移送サービス事
務所　内移送サービスのコーディネー
ト　対・定70歳以下で普通自動車運
転免許（AT限定可）をお持ちの方、
1人　賃金時給900円　選考書類、
面接　 ・ 8月2日㈮までに履歴書

（写真貼付）を郵送・持参。〒270－
1166我孫子1861我孫子市社会福祉
協議会☎7184－1539

第25回 あびこ子どもまつり
日10月20日㈰　所アビスタ、手賀沼
公園
◎野外での企画・ボランティア
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