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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。

豊田とし子☎ 7189－6347 abiko
@t-shimin-kouken.org
役立つ！中高年向け再就職支援セミナー 
生活・就労に関する出張相談

◎セミナー　日9月5日㈭10時～12
時　内仕事の探し方、応募書類の書き
方、面接対策　対・定40歳～65歳で
求職中の方、先着30人
◎出張相談　日9月5日㈭①13時30
分～②14時10分～③14時50分～④
15時30分～　内就職するまでの生
活・就労に関する相談　対・定セミナー
参加者、各回先着1人
〈共通〉所市民プラザ会議室1　費無
料　 ・ 企業立地推進課☎7185－
2214

認知症を正しく知ろう！
日10月9日㈬14時～15時　所アミュ
ゼ柏　講師杉原浩さん（北柏リハビ
リ総合病院長）　定先着200人（要申
込）　費無料　 ・ 北柏リハビリ総
合病院・認知症疾患医療センター☎
7110－6611

募集  
JOYボラ

夏休みにボランティアをしよう
◎マンガをかこう！　日8月2日㈮①
10時～12時②13時30分～15時30
分　所市民活動ステーション　講師村
上佳奈子さん（イラストレーター）　
対・定小学生、各先着10人　費無料
◎おもちゃ図書館「かっぱの家」の活
動に参加してハンディのある子どもと
遊ぼう　日8月5日㈪・19日㈪13時～
15時　所こども発達センター　対・
定小学5年生以上、2人
〈共通〉 ・ 市民活動ステーション
☎7165－4370 abikosks@themis.
ocn.ne.jp

こども発達センター職員
◎嘱託心理相談員　勤務日数週2～4
日※日数は応相談　内乳幼児に対する
個別・集団療育、発達評価、保護者か
らの相談など　対・定臨床心理士・臨
床発達心理士または公認心理師を有し
乳幼児の相談・療育に1年以上携わっ
ている方、若干名　報酬時給2840円
◎嘱託看護師　勤務日数週4日　内保
健・看護業務（身体測定、健診補助、
保健事務、利用者の看護など）　対・
定看護師免許を有している方、1人　
報酬時給1420円
◎嘱託相談支援専門員　勤務日数週4
日　内発達に支援が必要な児童や家族
に対する相談、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
援専門員または社会福祉士の資格を有
し自動車運転のできる方、1人　報酬
時給1420円
◎嘱託作業療法士　勤務日数週1日　
内乳幼児に対する個別・集団療育、発
達評価、保護者からの相談など　対・
定作業療法士免許を有し乳幼児の相
談・療育に1年以上携わっている方、1
人　報酬時給2840円

〈共通〉任期9月1日～令和2年3月31
日　勤務時間平日8時30分～17時　
選考書類・面接　勤務場所・ ・ 8
月14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の支援について」
（1600字以内）、資格証または合格証
の写しを添えて本人が持参または郵送
（書類返却不可）。〒270－1112新木
1637こども発達センター☎7188－
0472
第38回我孫子市産業まつり出店者
日10月20日㈰10時～15時※荒天中
止　所湖北台中央公園　対・定市内事
業者優先で100区画（応募者多数の場
合は抽選）　費1区画4000円、電気コ
ンセント1個2000円　 ・ 8月31
日㈯までに電話・ファクス。柘

つげ

☎090
－5194－1079 7188－2258

お知らせ  
猫譲渡会

日8月4日㈰・18日㈰、9月1日㈰・
15日㈰・29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。
譲渡には制約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

暴力団に関する相談会
日8月7日㈬10時～16時　所東葛飾地
域振興事務所（松戸市小根本7）　内専
門の相談員が対応し、必要に応じて警
察への通報、弁護士の紹介など　 ・

千葉県暴力団追放県民会議☎
0120－089354
ホテルマークワン 「敬老の日」

無料宿泊プレゼント
宿泊日9月16日㈷　内1泊朝食付き。
ツイン・トリプル5室（10人）、シン
グル10室（10人）　対市内在住で70歳
以上の方（応募者多数の場合は抽選）　
所・ ・ 8月15日㈭必着ではがき
に住所・電話番号・氏名・年齢（2人
部屋の場合は2人の氏名・年齢）・喫煙
有無の希望を明記。〒270－1176柴
崎台1の9の14ホテルマークワンアビ
コ☎7186－1717

まち協情報  
新木地区まちづくり協議会

◎新木ふれあい夏まつり
日8月10日㈯13時～20時※雨天時11
日㈰　所新木小学校・新木近隣セン
ター　内映画会、子どもの遊び、スイ
カたたき、盆踊りなど　 新木近隣
センター☎7188－2010

こもれびまちづくり協議会
◎こもれびそば打ち教室
日9月1日㈰・15日㈰・29日㈰9時～
13時30分　対・定全日程に参加でき
る方、10人（応募者多数の場合は抽
選）　費1人1回①500ｇ打ちコース
1800円②700ｇ打ちコース2000円
※初心者は①　持エプロン、三角巾、
タオル、持ち帰り用タッパー　所・

・ 8月16日㈮必着で往復はがきに郵
便番号・住所・氏

ふり が な

名・電話番号・コー
ス名を明記。〒270－1144東我孫子
1の41の33近隣センターこもれび☎
7165－2011

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8月17日㈯13時～15時30分　定8
人（要申込）※60分、ミニ相談あり（申
込不要）※30分以内　費無料　持相談
したい機器　所・ ・ 我孫子南近
隣センター☎7181－1011

根戸地区まちづくり協議会
◎第29回根戸地区ふるさと祭り
日8月17日㈯・18日㈰（雨天実施）　
内模擬店（13時30分～18時）・ふるさ
と踊り（18時～20時）※18日のみ親
子みこし（13時30分～15時）・ゲーム
（15時30分～17時）あり　所・ 根
戸近隣センター☎7183－5363
布佐南地区まちづくり協議会

◎サマーフェスティバル2019
日8月18日㈰10時～　内午前…子ど
も遊びの広場・模擬店、午後…演芸大
会・ビンゴゲーム　所・ 布佐南近
隣センター☎7189－3740
湖北台地区まちづくり協議会

◎第21回湖北台夏まつり
日8月18日㈰10時30分～14時30分
内10時30分～…かき氷・生ビール・

8月のふれあい工房楽

　ふれあい工房（青山450）☎7186－5500 7165－2430

●8月のリサイクル教室はお休みです。
●工房案内　開館時間：9時～17時、休館日：毎週月曜日、年末年始　使用料：
200円／4時間（小中学生まで無料）
●リサイクルアドバイザー来館日　木工アドバイザー：休館日を除く毎日 9時30分
～16時

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　6月末日現在

6 月の発生件数 21 件
今年の発生件数（1月～） 129 件
前年同期比 － 8件

6月の死者数 0 人
今年の死者数（1月～） 0 人
前年同期比  － 2人

6月の負傷者数 25 人
今年の負傷者数（1月～） 152 人
前年同期比 － 16人

金魚すくいなど、11時50分～…流し
そうめん（無料）、13時～…こども向
けイベント（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「スマートフォン
講習①」
日8月23日㈮10時～12時　内LINEを
始めてみよう！講師…太田理恵さん　
対・定20歳以上の方、8人（要申込）　
持スマートフォン（アンドロイド）
◎第11回ふさの風サマーコンサート
日8月25日㈰13時開演　出演布佐中
学校吹奏楽部、宮部小牧さん（ソプラ
ノ歌手）、アンサンブルルミエール　
定120人　費無料
〈共通〉所・ ・ 近隣センターふさ
の風☎7181－6211

試験日・場所　9月28日㈯市役所別館会議室　
職種　福祉総合職、若干名
・ 　9月6日㈮必着で申込書・エントリーシート・返信用封筒2通
を簡易書留にて郵送（持参不可）。※詳しくは正規職員採用試験要網（ホ
ームページおよび窓口で配布）をご覧ください。〒270－1166我孫子
1861我孫子市社会福祉協議会☎7184－1539

我孫子市社会福祉協議会
令和2年度 正規職員募集

白樺文学館

学芸員ギャラリートーク
「稲村雑談－白樺派と我孫子－」

白樺の調べ～柳宗悦～

　志賀直哉「稲村雑談」にあやかり、同名の学芸員による展示解説です。
日時　8月10日㈯午後2時～3時（申込不要）　費用　無料（要入館料）

　今月は柳宗悦の文章「新しき美の基準」などを
市民スタッフによる朗読とピアノのコラボレー
ションでお楽しみいただきます。
日時　8月25日㈰午後2時～3時30分
場所　白樺文学館1階ピアノサロン
定員　先着20人　費用　無料（要入館料）

〈共通〉　入館料　300円（高校・大学生200円、中学生以下無料）

　☎7185－2192

楽

楽
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