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平和のためにできることって
日常で感じる幸せを守るためにできること
同世代と話してみたい

小学生のころ、母と平和について話したことが
あります。その時は「原爆で亡くなった人はかわ
いそう」という思いでした。小学6年生で受けた
リレー講座で「原爆で生き残った人も大変で苦し
い思いをしたんだ」と初めて知りました。そこか
ら、中学生になったら広島へ行き、他の中学校の
同世代と平和について話してみたいと思うように
なったんです。

被爆地での学び

「当時、広島には当たり前の生活があって、原子
爆弾はそれを奪った」
。広島平和記念式典での小
学生の平和宣言が印象に残っています。日常の生

活が急になくなる怖さや、亡くなった多くの人たち
には生きていくはずだった未来があったこと、生き
残った人たちの感情などを考えることができるよ
うになりました。被爆地に行ったからこそ、感じら
れたものがあり、学べたことがありました。そこか
ら、平和への強い思いが生まれました。

これからもつなげていきたい

平和のためにできることって、言い換えれば「日
常で感じる幸せを守るためにできること」だと思う
んです。小さなことでも、できることを少しずつみ
んなが取り組めば平和につながると思います。私
ももっと勉強して、リレー講座の先輩たちと一緒
に、リレー講座をつなげていきたいです。
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高須 万悠香さん

（高校１年生・湖北中学校卒）

"つなぐ"平和への思い
私たちにできることってなんだろう

平成27年から始まった、広島と長崎に派遣された若者たちが小学生に平和の大切さを伝える「リレー講座」
今年、講師になった2人が語る 平和への思い
考えたことがなかった

正直、平和って考えたことがなかったんです。
中学校で学年委員長だったとき、先生から「広島
に行ってみないか」と声を掛けられたんです。親
と相談して何気ない気持ちで広島派遣団に参加し
ました。

広島派遣がきっかけ

被爆した方の体験談は、私の想像をはるかに超
えていました。知っていると思っていた戦争の恐
ろしさが身にしみて伝わってきて、原爆は二度と
使ってはいけないと実感させられました。被爆者
の思いを肌で感じたことで、平和の大切さを伝え
ていきたいと考えるようになったんです。
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瀬戸 大晴さん

思いをリレー講座で伝える

母校の第一小学校で、初めてリレー講座の講師
として小学生に話したんです。思っていた以上に
広島・長崎のことを知っていて感心しました。
みんな平和って簡単に言うけれど、平和を実現
するには何をしたらいいのか。自分なりの答えを
探すために「平和ってなんだろう」って自分に問
いかけ、考える。そして、できることからやって
みる。それが大切なんだと思います。その思いを
リレー講座で伝えていきます。

自分なりの答えを探すため
平和ってなんだろうと自分に問いかけ考える

（高校１年生・ 白山中学校卒）

【平和都市宣言】 世界の恒久平和は、人類共通の願いである。しかしながら、今日なお世界の動きは、核戦争の危機をはらみ、誠に憂慮にたえない。わが国は唯一の
被爆国として、核兵器の恐ろしさと、被爆者の苦しみを全世界の人々に訴え、再び広島・長崎の惨禍を繰り返してはならない。我孫子市は市民の生命と安全を守るため、
いかなる国のいかなる核兵器に対しても、その廃絶を求め、ここに平和都市を宣言する。昭和60年12月3日 我孫子市
企画課・内線568
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"つなぐ"

令和2年4月1日付け採用

市職員を募集

職種・採用予定数
8人

若干名

一般行政職事務職（初級）
【身体・精神障害者対象】

一般行政職事務職（上級）
【自己推薦】

若干名

一般行政職技術職（建築）

1人

一般行政職技術職（土木）

若干名

一般行政職技術職（土木）
【経験者】

2人

一般行政職技術職（電気）

1人
若干名

2

平和への思い

中学生を長崎へ派遣

一般行政職事務職（上級）

保育士

Abiko

保健師

3人

消防士（救急救命士含む）

7人

市では毎年、中学生を被爆地の広島や長崎に派遣しています。今年
は、長崎へ12人の中学生を派遣します。
8月8日㈭ 「青少年ピースフォーラム」への参加、被爆体験の聴講、被爆
建物の見学など
8月9日㈮ 「長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」参列、市民から寄せられ
た折り鶴の奉納、原爆資料館の見学、来場者へのインタビューなど
8月10日㈯ 長崎歴史文化博物館の見学
企画課・内線568

若い力

試験日 9月22日㈰ 試験会場 川村学園女子大学
受付期間 8月13日㈫まで（消印有効）

派遣中学生

我孫子市原爆被爆者の会

副会長

的山ケイ子さん

この夏、長崎派遣に同行します。行程では、被
爆した人々が爆心地から逃げてきた道…私の小学
生時代の通学路を派遣中学生と歩きます。

申込方法 試験申込書など（総務課、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可）に必要事項を記入し、長形3号の返信用封
筒（392円切手を貼付し宛先を明記）を同封の上、〒270−1192市役所総務

私は74年前の8月9日、長崎で母の胎内で被爆
しました。我が家では原爆や戦争のテレビは見な
い、話さないとして育ちました。退職後、平和事
業の委員としてリレー講座の担当になりました。リレー講座では派遣

課（住所省略可）へ簡易書留で郵送（持参不可）※受験資格、提出書類など詳
しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
総務課・内線232

上下水道料金および
給水申込納付金の消費税率が改正

中学生が、広島・長崎で聞いた被爆体験を堂々と小学生に伝えていま
した。その姿は、被爆体験を話さない私に「あなたは被爆者として何

消費税法および地方税法の一部改正に伴い、10月1日㈫から「上下水道料金」お
よび「給水申込納付金」に係る消費税率が10％に改正されます。※上下水道料金…

10月1日前から継続使用している方は、10月の検針分は旧税率（ 8％）の料金と
なります。※給水申込納付金…10月1日前に受付する給水装置工事申込みに係る
水道局お客様センター☎7184−0116
納付金は旧税率（8％）となります。

をしているの」と言っているかのようでした。若者に被爆者の使命を
教えられました。
私は、懐かしい通学路を派遣中学生と歩くとき、74年前に被爆して
この道で倒れ亡くなった方々に「平和を願う若者たちを連れてきまし
たよ」と心の中で伝えます。派遣中学生には、自分がリレー講座の講
師となるとき小学生に何をリレーするのか、被爆地長崎で感じとる心
を磨いて、探してきてほしいと思います。

農産物直売所アンテナショップ跡地の活用に関する
サウンディング型市場調査事業者を募集

「原爆に関する写真」と「平和祈念の折り鶴」展
被爆74周年平和祈念式典

4月に農産物直売所アンテナショップ跡地活用
事業者の選考を行いましたが、不調に終わった

戦後74年を迎え、戦争や広島・長崎への原爆投下の記憶が薄れつつあ
る今日、唯一の被爆国民として、戦争や原爆の恐ろしさを忘れることな

ことから、前回よりもさらに事業者が提案しや
すい募集内容を検討するため、サウンディング
型市場調査（市と事業者による対話）を行います。
対象 農産物直売所アンテナショップ跡地の活

く、永く後世に伝えていくことが大切です。
恒久平和と核兵器廃絶を一緒に祈り献花しませんか？お誘い合わせの

用を希望する事業者（法人または個人）
募集・実施期間 8月30日㈮まで

実施会場 農産物直売所アンテナショップ跡地（予定）
※応募方法など、詳しくは市ホームページに掲載されている実施要領をご覧くだ
さい。 ・
商業観光課☎7185−1475
サウンディング型市場調査…公有地の活用などで公募条件を決定する前に、

被爆74周年平和祈念式典
日時 8月18日㈰午前9時30分〜10時30分（雨天実施）

場所 手賀沼公園内「平和の記念碑」前
内容 黙とう・献花・長崎派遣中学生の報告など（テント・椅子あり）
※ノーネクタイでご参加ください。
費用 無料
社会福祉課・内線649

民間事業者から広く意見や提案を求め、話し合いを通して事業提案や市場性
などを把握し、対象地のポテンシャルを最大限に高めるための諸条件の整理
に役立てるものです。

「手賀沼とうろう流し」

我孫子市国際交流協会
（AIRA）
では
書き損じはがきを集めています
AIRAではユネスコ活動「寺子屋運動」に協力するため、書き損じはがきを募集
しています。62円の書き損じはがきは57円の募金になります。ご協力をお願い

します。
回収場所 市民プラザ、アビシルベ、AIRA事務局
AIRA事務局☎7183−1231

上、ぜひご来場ください。
「原爆に関する写真」と「平和祈念の折り鶴」展
期間 8月6日㈫〜19日㈪ 場所 アビスタ1階ストリート
内容 原爆写真パネル・原爆関連資料・市民の皆さんから寄贈された「折
り鶴」の展示

平和祈念式典参列者の平和への願いが込
められた灯籠を、ご堪能ください。
日時 8月18日㈰午後6時15分〜
場所 手賀沼公園「平和の記念碑」付近
※雨天・強風時は中止。灯籠はアビスタ1階
ストリートに展示。※流した灯籠は全て回
企画課・内線568
収します。

ご協力ありがとうございました！
12月から2月28日まで「書き損じはがきユネスコ募金キャンペーン」を

実施しました。皆さんから寄せられた書き損じはがき715枚は3万2951円
分の切手と交換し、未使用の切手2517円分と合わせて3万5468円分の切
手を公益社団法人日本ユネスコ協会連盟に送ることができました。引き続
きご協力をお願いします。

追悼と平和を祈り黙とうを
8月15日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」です。また、8月6日
は広島に、9日は長崎に原爆が投下された日です。
それぞれの日には、戦没者・原爆死没者の追悼と恒久平和を祈り、黙
とうをささげましょう。
社会福祉課・内線649

〈ピクトグラム〉シンプルなマークで記事の情報を伝えます
…パブリックコメント

…お知らせ

…お出かけ

…講演・講座・教室

…募集

…健康・検診

…予防接種

お 知 ら せ
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加入しませんか？交通災害共済
〜8月1日㈭から受付〜
市では、交通事故による被害者を救済するため、千葉県市町
村交通災害共済制度に加入しています。交通災害共済は、皆さ

んに加入していただき、会費を出し合って被害者を救済する相
互扶助の制度です。現在加入している方も8月31日で共済期間
が終了しますので、更新手続きをお願いします。
加入できる方 9月1日時点で市内に住民登録している方とそ
の扶養者
共済期間 9月1日〜令和2年8月31日
対象事故 車両（自動車・オートバイ・自転車など）の交通に
よる事故、電車による事故など（いずれも事故証明が得られる
人身事故）※相手方の傷害、賠償などは対象外

2019手賀沼チームラン・キッズラン
うなきちカップ 参加者募集
日時 11月24日㈰午前8時〜※雨天実施
場所 手賀沼親水広場特設コース（水の館周
辺）※1周約1km
募集期間 10月31日㈭まで
内容 ◎親子ラン（ 1㎞）…小学1〜3年生と

年会費を持参し、市民安全課（市役所地階）
・各行政サービ
スセンターで随時受付
市民安全課・内線485

8月 市民相談・県民相談

〜10人） 費用 2〜4人…1人4000円、5〜8人…1人3500円、9人
…1人3300円、10人…1人3000円
RUNNET（ https://runnet.jp）で「うなきちカップ」を検索
教育委員会文化・スポーツ課☎7185−1604

▲うなきち
カップエント
リーサイト

市民の皆さんをご招待！
千葉ロッテマリーンズ公式戦 特別観戦
日時・内容 9月2日㈪オリックス・バファローズ戦、3日㈫・4日㈬
北海道日本ハムファイターズ戦※午後6時15分試合開始
場所 ZOZOマリンスタジアム（内野席）

対象・定員 市内在住・在学・通勤の方、各日50組100人（応募者
多数の場合は抽選）
8 月 2 日 ㈮ 午 前 10 時 〜16 日 ㈮ 午 後 10 時 までに 専 用 ペ ー ジ http://www.
cnplayguide.com/marines/abiko/（QRコード参照）から申し込み。※当選発表
は8月23日㈮にEメールで通知します。
マリーンズインフォメーションセンター☎03−5682−6341

※ は予約制です。

弁護士
法律相談

6日㈫、8日㈭、20日㈫、22日㈭、27日㈫
9時30分〜15時30分 市民相談室（本庁舎2階）
秘書広報課☎7185−1714（予約は1日㈭8時30分〜）

行政相談

28日㈬ 10時〜12時 市民相談室（本庁舎2階）
秘書広報課☎7185−1714

行政書士相談

当日は、あびこん
新そば祭りも同時
開催！飲食店や協
賛企業の出店も多
数あるうな〜！

保護者、先着90組（180人） 費用 1組3500円
◎キッズラン（1㎞）…小学4〜6年生、先着30人 費用 1人1500円
◎チームラン（ 5時間周回）…小学生以上、先着50チーム（ 1チーム2

年会費 1人700円
共済見舞金 死亡…150万円、傷害…2万〜50万円、身体障害

（ 1級または2級障害）…傷害見舞金のほかに50万円、交通遺児
…遺児1人につき10万円

令和元（2019）
年8月1日号

21日㈬ 13時〜16時 市民相談室（本庁舎2階）
〈相続・遺言・成年後見など〉行政書士会☎080−7434−5135

司法書士
法律相談

16日㈮ 10時〜15時 市民相談室（本庁舎2階）
千葉司法書士会柏支部☎080−5901−3236（平日13時〜
16時。予約は2日㈮〜13日㈫まで）

年金・労働
相談

14日㈬ 13時〜17時 市民相談室（本庁舎2階） 千葉社会
保険労務士会東葛支部☎047−345−9992
（9時〜15時）

税務相談

16日㈮ 10時〜15時 市民相談室（本庁舎1階）
収税課☎7185−1349（予約は13日㈫ 8時30分〜）

月〜金曜日、第2・4土曜日（祝日を除く）
10時〜17時30分 消費生活センター☎7185−0999
月〜金曜日（祝日を除く）8時30分〜17時
生活相談
社会福祉課（西別館2階）
・内線394
月〜金曜日（祝日を除く）8時30分〜17時
健康相談
保健センター 健康づくり支援課☎7185−1126
26日㈪ 13時30分〜 相談室（西別館2階）
心の相談
障害福祉支援課・内線421（予約は23日㈮まで）
交通事故
13日㈫ 10時〜15時 市民安全課（本庁舎地階）
・内線485
巡回相談
（先着4組。予約は8日㈭まで）
月〜金曜日（祝日を除く）8時30分〜17時
子ども総合相談
子ども相談課（西別館1階）☎7185−1821
月〜金曜日（祝日を除く）8時30分〜17時 〈離婚・養育費・
ひとり親相談
面会交流など〉 子ども支援課（西別館2階）
・内線849
月〜金曜日（祝日を除く）8時30分〜17時
DV・婦人相談
社会福祉課（西別館2階）
・内線393
木曜日 10時〜17時
第1・3土曜日、第2・4日曜日 10時〜19時（17時以降は開
結婚相談
設日3日前までに要予約）
（ 優先）
我孫子市結婚相談所 あび♡こい♡ハート☎7184−8100
26日㈪ 9時30分〜12時30分 市民プラザ
若者就労
〈おおむね40歳まで〉 企業立地推進課☎7185−2214
支援相談
月〜金曜日（祝日を除く）9時30分〜17時
地域職業相談
地域職業相談室（サンビーンズビル6階）
☎7165−2786
火〜日曜日 10時〜16時
介護と
福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ1階）
☎7165−2886
こころの相談
金曜日 10時〜16時（随時）、水・木曜日10時〜12時（要予約）
すまいの相談
福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ6階）
☎7165−2886
火〜日曜日 10時〜16時
福祉用具相談
福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ1階）
☎7165−2886
来所
月〜金曜日 9時〜17時 柏児童相談所☎7131−7175
児童相談
電話
月〜金曜日 9時〜17時 柏児童相談所☎7134−4152

第16期 援農ボランティア養成講座
あびこ型「地産地消」推進協議会では、市民と農家の皆さんが力をあわせ、
魅力的で住みよい 農あるまちづくり への取り組みを進めています。農業、地産地
消に興味をお持ちの方は、ぜひご参加ください。
日にち・内容 9月14日㈯開講式（講座内容説明・座学）、9月21日〜10月12日毎
週土曜日市内農家でボランティア実習、10月19日㈯閉講式（座学）

対象 講座修了後にあびこ型「地産地消」推進協議会の援農ボランティアとして活
動可能な方
費用 1000円（協議会年会費）
・
9月6日㈮までに電話・ファクス。あびこ型 ｢地産地消｣推進協議会事務局
☎7128−7770 7128−7771

消費生活相談

市民相談

木造住宅の耐震診断費用に上限5万円、
耐震改修工事費用に上限50万円を助成
助成申請は、必ず耐震診断、耐震改修工事の契約、工事を実施する前に行ってく
ださい。申請方法、補助金額など詳しくは市ホームページをご覧ください。
対象 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅、分譲マンション
受付期間・助成棟数（7月23日現在）
○木造住宅耐震診断助成

受付期間 12月20日㈮まで 助成棟数
○木造住宅耐震改修工事助成
受付期間 11月29日㈮まで 助成棟数
○マンション耐震診断助成
受付期間 9月30日㈪まで
建築住宅課・内線528

助成棟数

先着6棟
先着4棟
先着1棟

第2回木造住宅の耐震セミナー・相談会

県民相談

日時
場所

8月10日㈯午前10時〜正午
市役所分館1階大会議室

内容 セミナー「木造住宅の耐震について」、木造住宅耐震診断・耐震改修工事の
助成制度説明、木造住宅耐震相談会
対象 市内在住の方、先着20人（要申込） 費用 無料
・

8月7日㈬までに建築住宅課・内線528

〈ご利用ください〉▶防災行政無線放送テレホンサービス（放送内容の確認）☎0120−031−676
が入れ替わります。 ▶災害専用電話（台風や大雨で災害が発生したとき）☎7185−1743

放送後約1時間経過または、次の放送がされた場合は、情報

No.1482

健 康 と 福 祉

令和元（2019）年8月1日号

楽 高齢者文化祭

骨粗しょう症検診

申し込みは8月13日㈫必着です
日時 9月13日㈮・17日㈫の 対象者の生年月日一覧表
午前・午後（受診日時は8月末 H11年4月1日〜H12年3月31日
に発送予定）
場所 保健センター
検査方法 腕の骨のエックス

線検査
対象・定員 令和2年3月31日
時点で20〜70歳のうち、5の

倍数の年齢の女性
（右表参照）、
600人
費用 500円（高齢受給者証ま
たは後期高齢者医療被保険者

対象

20歳

H6年4月1日〜H7年3月31日

25歳

H元年4月1日〜H2年3月31日

30歳

S59年4月1日〜S60年3月31日

35歳

S54年4月1日〜S55年3月31日

40歳

S49年4月1日〜S50年3月31日

45歳

S44年4月1日〜S45年3月31日

50歳

S39年4月1日〜S40年3月31日

55歳

S34年4月1日〜S35年3月31日

60歳

S29年4月1日〜S30年3月31日

65歳

S24年4月1日〜S25年3月31日

70歳

に住所・氏名・生年月日・電話番号・受診希望日と時間帯（午前・午後）
〈第2希望まで可〉
、
「骨粗しょう症検診希望」と明記。〒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

・
8月9日㈮必着で、はがきに住所・氏名・電話番号・性別・年齢・部
門・種別・題目を明記。囲碁・将棋大会は、段・級位を明記。演芸大会は参
加人数を明記。〒270−1192 市役所高齢者支援課(住所省略可)・内線412
部門

日時・場所

日時・場所 ◎8月24日㈯午前10時〜正午…我孫子南近隣センター第1会議室
◎9月21日㈯、10月5日㈯、11月2日㈯、12月21日㈯午前10時〜正午…市民
活動ステーション大会議室
定員 先着20組
持ち物 入会金500円、年会費（利用会員のみ）1200円（年度の途中入会は月

囲碁・将棋 9月3日㈫9時30分〜
大会
老人福祉センター つつじ荘

演芸大会

10月4日㈮9時45分〜
けやきプラザホール

8 月 各種健診

健康教室

◎乳幼児の各種健診・相談・教室

は予約制です。

◎心の健康に関する教室

健康づくり支援課（保健センター）☎7185−1126 場所 保健センター
障害福祉支援課・内線421
項目
日程
対象・内容など
日時
教室名
17・24・ 妊 娠20週 以 降 の 妊 婦
しあわせ
楽
31日㈯
とその夫、ご家族の方
ママパパ学級
2日㈮
アルコール教室
14時30分〜16時
子育て支援センター ｢に
7・21日㈬
育児相談
こにこ広場｣、先着10人
心の健康クラブ 5日㈪14時〜16時
（乳幼児の育児）
28日㈬
保健センター
4カ月児相談

2日㈮
6日㈫

2歳8カ月児歯科健診 22日㈭
3歳児健康診査
5歳児健康診査
5歳児健康診査
（未就園児）
楽

平成28年12月生まれ

平成27年12月24日〜
8・29日㈭
平成28年2月6日生まれ
22日㈭

平成26年8月生まれ

29日㈭

平成26年4月2日〜
平成27年4月1日生まれ

離乳食教室（4〜
30日㈮
6カ月児向け）

後期離乳食教室（8
楽
20日㈫
〜9カ月児向け）
食事・栄養相談

平成31年3月生まれ

随時

乳児の保護者
先着30人
平成30年11月生まれ
先着20人

全年齢対象・電話相談可

◎デイケアクラブ

時間 午前10時〜11時55分
障害福祉支援課・内線381
開催日

場所

14日㈬ アビスタ第2会議室

◎ 楽 遊具うんどう教室

時間 午前9時30分〜10時30分
高齢者支援課☎7185−1112
開催日

場所

16日㈮ 天王台西公園 ＊雨天中止

舞踊（ダンスなどを含む2人以上）
・合唱（3
人以上）
・民謡・その他の演芸
※発表時間1組4分以内※1人1演目※カ
ラオケ不可※1人での参加は不可※応募
者多数の場合は抽選

同じ悩みを持つ人の話を聞いてみませんか？
精神障害をお持ちの方を対象に、家から一歩出るきっかけとなるよう、デイケ
アクラブを毎月1回開催しています。8月は、最近の楽しみごとから悩みごとま
で、近況をみんなで話し合う報告会を行います。
日時 8月14日㈬午前10時〜11時45分 場所 アビスタ第2学習室
対象 市内在住で社会参加にお悩みの方・家族
先着15人（要申込） 費用 無料
障害者福祉センター☎7185−1124

日時
楽
場所
認知症の方の
内容
家族のつどい「あびこ」対象
ひとりで悩まず、
参加してみませんか

8月14日㈬午後1時30分〜3時30分
けやきプラザ7階研修室

介護方法や日頃の悩みなどの情報交換
認知症の方を介護している家族・介護経験者
費用 無料（申込不要）
高齢者支援課☎7185−1112

ハチにご注意!! 攻撃性が高まっています

4161

員）
と子育てのお手伝いができる方（提供会員）が互助活動を行う組織です
援助内容 保育、保育施設などへの送迎など
利用会員 生後6カ月（病児・病後児は1歳）〜18歳のお子さんがいる方
提供会員 子どもが好きな方、援助活動に理解と熱意のある方※資格・経
験不問。活動開始前に講習会を受講し、終了後に活動開始

囲碁（先着110人）
…リーグ戦
将棋（先着16人）…リーグ戦・トーナ
メント

デイケアクラブ近況報告会

割）
、顔写真…利用会員1枚、提供会員2枚（縦3㎝×横2.5㎝）、印鑑
・
電話でファミリーサポートセンター（アビイクオーレ2階）☎7186−
◎ファミリーサポートセンターは、子育てを手助けしてほしい方（利用会

内容

8 月20 日 ㈫ 〜23 日 ㈮ 9 時 〜 絵画・書道・写真・手工芸・はがき絵・
作品展覧会 17 時(初 日 13 時 〜、 最 終 日 ちぎり絵（いずれも額 装 幅 が80 ㎝ 以
16時まで)アビスタ第2学習室 内）
、短歌、俳句など
（表装したもの）

定員
・

ファミリーサポートセンター入会説明会

参加者募集

日時・場所・内容 下表参照
老人クラブ会員または市内在住で60歳以上の方

証の適用を受けている方、生
活保護世帯などの方、世帯全員が市民税非課税の方は無

料）※世帯全員が市民税非課税の方で「我孫子市各種健
（検）診自己負担金減免・免除認定証」をお持ちでない場
合は、受診日の10日前までにご連絡ください。
・
8月13日㈫必着で、保健センター窓口、はがき、封書（はが
き、
封書は1人1通。連名不可）、ちば電子申請サービス（QRコード参照）

4

ハチは、軒下や屋根裏、庭木、枝の茂み、崖、戸袋、
土中などに巣をつくり、春先から秋にかけて活発に活動
します。巣にいたずらしたり、むやみに近づいたりしないでくだ

さい。刺された時の対応や駆除業者など詳しくは市ホームページ
（QRコード参照）をご覧ください。
手賀沼課☎7185−1484

健康
メモ

一過性全健忘症

№ 413

頭部を打撲するなどの特別な原因もなく、
精神的なストレスを受けた後、
プール・入浴の際冷たいシャワーを浴びた後などに、突然に新しく記憶す
ることができなくなる状態を一過性全健忘症といいます。通常は6時間以
内、長くても24時間以内に完全に回復します。その間、ここはどこ？今
私は何をしているの？今日は何日？など周囲の人に同じ質問を何度も繰り
返し、落ち着かず戸惑いを見せます。意識は清明、手足に麻痺なく、日常
の動作は普通に行えます。発作中の記憶は回復したのちにも消失したまま
となります。50〜70歳の人に発症することが多く、再発することは少な
いです。原因はまだ明らかではありませんが、血管障害説・片頭痛説・て
んかん説などがあり、また海馬（記憶を司る脳の部位）の血行状態が一時
的に悪くなるとする報告もあります。認知症の前触れではありませんが、
発作が起きたら、側頭葉てんかん
（高齢者に多い）
、海馬の脳血管障害など
を除外する目的で頭部CT/MRI検査、脳波検査などを受けることが望まし
いです。
老健クレオ 平和台病院脳神経内科 渡邊禮次郎
健康づくり支援課 ☎7185−1126

●休日・夜間に病気になったら：○消防署（☎7184−0119）に電話をしてください。休日・夜間救急病院、小児救急病院をご案内します。案内された病院に行く
場合は、症状やけがの状態を病院に直接電話してから受診してください。※JAとりで総合医療センターにおける23時から翌朝8時30分までの小児救急は基本的に
重症患者に限定されます。※緊急の場合は迷わず「☎119」へ電話をしてください。※休日や深夜などの診察料は、割高になります。休日は日曜日、祝日、年末年始

す く す く 子 育 て

5
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す こ や か ちゃん

楽 初めて子育て、初めてママ募集！

Babyのびのび親子学級

〜子育てって楽しい！子どもってかわいい！〜
初めての子育ては戸惑いや不安がいっぱい。同じ時期に生まれ
た赤ちゃんを持つママ同士、赤ちゃん連れで仲間と学びませんか。
日時 9月13日・27日、10月4日・18日、11月15日・29日い
ずれも金曜日（全6回）午前9時30分〜11時45分
場所 アビスタ
おお

み

しゃ

あお

の

大見謝 碧乃ちゃん

（中里・1歳1カ月）

いつもにこにこ甘え上手。
そん な 碧 乃 が 大 好 きだ
よ。家族でいろんなとこ
ろにおでかけしようね☺

ま き ばやし

け い

槇林 慶ちゃん

（並木・1歳1カ月）

お兄ちゃんを見て、声を
出して笑っている慶。こ
れからも兄弟仲良く元気
に大きくなってね！

内容 ふれあい遊び、絵本、ママのメンタルケア、赤ちゃんの発達、心配ごとの
解消、ママの体の調整、おんぶと抱っこの仕方など
対象・定員 平成31年4月1日以降に生まれた第1子の赤ちゃん（1回目に産後1カ

月検診受診後であること）と保護者20組（応募者多数の場合は抽選、結果は全員
に通知） 費用 500円程度（全6回分）
・
8月12日㈪必着で、はがき・ファクス・ちば電子申請サービス（QRコー
ド参照）に郵便番号・住所・氏名・日中連絡がつく電話番号・Eメールアドレス・
お子さんの氏名・生年月日・性別を明記。〒270−1147若松26の4我孫子地区
公民館☎7182−0622 7165−6088
ふり がな

ふ り が な

ミュージアム・インフォメーション

楽 令和はじめての夏休みだヨ！ お楽しみ16ミリアニメ映画会

鳥の博物館☎7185−2212

楽

テーマトーク
鳥類標本の作り方

ご家族、お友達と誘いあって遊びに来てくださいね！

―いろんな標本を作ってみよう―

日時 8月17日㈯午後1時30分〜2時15分（1時
15分開場）

8月8日㈭午後1時30分〜3時20分（1時開場） 場所
の

アビスタホール

はら てい かね すけ

内容 ◎第1部…落語で楽しもう！落語『平林』講師…野 原亭金助さん、アニメ
『転失気』 ◎第2部…知っているかな？盲導犬の話 アニメ『盲導犬クイールの一
生』、市内在住の盲導犬を利用している方のお話
対象・定員 幼児・小学生と保護者、先着150人（申込不要） 費用
教育委員会生涯学習課☎7182−0511

場所 鳥の博物館2階多目的ホール
内容 鳥類の標本といっても剥製標本だけでは
なく、骨格や卵などいろいろな標本があります。
ぬいぐるみをつかって剥製標本がどのように作
られるのか説明し、実際に卵標本の製作も行い
ます。また、標本がどんな研究に役立つのかに

日時

▲標本作りを説明するぬいぐ
るみ「カケスちゃん」

ついても紹介します。
講師 岩見恭子さん（（公財）山階鳥類研究所自然誌研究室研究員）
定員 当日先着50人（申込不要）

費用 無料（要入館料）
入館料 300円（高校・大学生200円、中学生以下・70歳以上無料）

「児童扶養手当」現況届を忘れずに！
！
「児童扶養手当」の認定を受けている方は、毎年8月に現況届を

提出する必要があります。対象の方には､ 案内を送付しましたの
で､ 期限内に必ず提出してください。届け出がないと、8月分以降の手当を
受給することができません。また､ 2年間届け出がないと手当を受ける権利
がなくなりますので､ ご注意ください。
受付期間 8月30日㈮まで
場所 子ども支援課（市役所西別館2階）平日午前8時30分〜午後5時

持ち物 児童扶養手当証書（平成30年度）、印鑑、健康保険証（親・子全員分）
※所得の申告が無い場合、受け付けできませんので必ず申告してください。
※現況届は子ども支援課に用意してあります。その場でご記入ください。
◎児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父親または母親と一緒に生活していない児童につ
いて、その育成を援助するために手当を支給する制度です。手当は所得制限

があり、受給するためには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
今年度に限り臨時・特別の措置として、
「児童扶養手当」の受給者のうち、

未婚のひとり親の方に対し、給付金1万7500円を支給します。支給対象の
方は、現況届の際に併せて申請をお願いします。
子ども支援課・内線850

児童扶養手当受給者の方へ「出張ハローワーク」のご利用を！
児童扶養手当・現況届の手続き期間に合わせ、ハローワーク松戸の臨時相

談窓口を市役所内に開設します。
日時 8月8日㈭・22日㈭・27日㈫午前10時〜午後3時（1人約1時間）
※申込優先。空きがあれば当日の申込可
・
子ども支援課・内線849
場所 市役所西別館2階相談室

楽

無料

遊覧船で手賀沼について学ぼう！

手賀沼の歴史と現状、手賀沼で見られる生き物についてガイドします!!

日時 8月20日㈫①午前10時30分〜11時30分②午後1時30分〜2時30分
※荒天・強風中止
場所 手賀沼公園内ボート乗り場「ボートセンター小池」前集合（受付15分前〜）
定員 先着各35人（要申込）※小学生以下は保護者同伴 費用 無料
・
8月16日㈮午後4時までに電話で住所・氏名・年齢・電話番号を明示 (家
族、グループの場合は代表者の住所・電話番号、全員分の氏名・年齢)。手賀沼
課☎7185−1484

子育て応援情報

8月

〈対象〉市内在住の乳幼児と保護者
〈対象〉市内在住の乳幼児と保護者

あびこで
子育て

●保育園・幼稚園などの地域子育て支援
育園
マイ保
場
広

保育園で一緒に遊びや行事に参加したり、子育ての悩みや不安を相談できます。
時間 10:00〜11:00 各園に要登録（無料、随時受付）
東あびこ聖華
すいか割りに参加しよう

放

園庭開

1日㈭

根戸
アイスクリームを作ろう

保育園などで園庭を開放しています。今月はお休みです。
保育課保育担当・内線459
ママ・パパと赤ちゃんの遊びの広場です。

クラブ 対象 1カ月〜2歳前後 今月はお休みです。
ぐるんぱ
場所・

布佐宝保育園☎7189−2744

楽 広場でパパを楽しもう!〈対象〉乳幼児とパパ
enjoyパパ
◎体操、ふれあい遊びなどを楽しみます
日時 3日・31日㈯11:00〜11:20 定員 なし（申込不要）
にこにこ広場
〈にこにこパパタイム〉 内容 パパと子のお楽しみタイム!!

応援プロジェクト
☎7185−8882
アビイクオーレ2階

日時 17日㈯ 10:30〜11:30 定員 なし（要申込）
・ ☎7185−8882
にこにこ広場
〈パパとあそぼう〉 内容 「パパうんどう会」運動遊具やパラバルーンを使って楽しみましょう！ アビイクオーレ2階
日時 １０日・２４日㈯11：00〜11：20 定員 なし
（申込不要）
☎7185−1936
すくすく広場
天王台1の24の4 ５階
〈すくすくパパタイム〉 内容 パパと子のお楽しみタイム!!

ふたごちゃん・みつごちゃんの会

今月はお休みです。

子育て情報は、メール配信をしています。詳しくは保育課子育て情報担当☎7185−1915へ。

●こども急病電話相談：☎♯8000または☎043−242−9939（毎日19時〜翌朝6時。看護師による電話相談）
●救急安心電話相談：☎#7009または☎03−6735
−8305
（平日・土曜日18時〜23時、日曜日・祝日・年末年始9時〜23時。看護師による電話相談）
●休日に病気・歯痛になったら：○診療科目…歯科（午前）、内科、
（診療時間内）※休日…日曜日・祝日・年末年始
小児科○受付時間…9時〜11時30分、13時〜16時30分 休日診療所（湖北台1の12の17）☎7187−7020

No.1482
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令和元（2019）年8月1日号

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
・ 企業立地推進課☎7185−
料
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
・ 北柏リハビリ総
込） 費無料
合病院・認知症疾患医療センター☎
7110−6611

募集

〈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
・ 8月31
ンセント1個2000円
日㈯までに電話・ファクス。柘☎090
−5194−1079 7188−2258
つ げ

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

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

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
ねこわんこ☎
い合わせください
080−8723−9550

◎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・

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

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

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

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

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
新木近隣
カたたき、盆踊りなど
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・氏名・電話番号・コー
ス名を明記。〒270−1144東我孫子
ふ り が な

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
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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

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・

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
今年の死者数（1 月〜）
前年同期比

0人
0人
−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

我孫子市社会福祉協議会
令和2年度 正規職員募集
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

白樺文学館

楽

☎7185−2192

白樺の調べ〜柳宗悦〜

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

楽

先着20人

費用

無料（要入館料）

学芸員ギャラリートーク

「稲村雑談−白樺派と我孫子−」

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

〈共通〉 入館料

無料（要入館料）

300円（高校・大学生200円、中学生以下無料）

楽 8月のふれあい工房
●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
ふれあい工房（青山450）☎7186−5500

7165−2430

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。
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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
−1445

イベント

ベビー・ピーのテント芝居『ラプラタ川』
日8月25日㈰〜27日㈫19時〜21時
所手賀沼公園 内京都の劇団全国ツ

なつやすみ 子ども映画会
日8月10日㈯13時開演 所新木近隣
センター 内ディズニーアニメ「シン アー故郷公演。南米移民の話を人形も
デレラ」
「ピーターパン」 定先着100 使ってポップに 費前売り2500円、
湖北地区社会福祉協議 中学・高校生1500円、小学生500円
人 費無料
会☎7187−2551
（当日各＋500円） ・ 根本☎090
−9149−6018
我孫子吹奏楽団 真夏のコンサート2019
日8月11日㈷14時開演 所けやきプ
硬式テニス我孫子市民大会（シングルス）
ラザホール 内アルルの女の物語、ブ 日9月14日㈯※予備日21日㈯ 所市
レーメンの音楽隊ほか。指揮…近藤裕 民体育館 種目男子・女子、一般・年

明さん 費400円（中学・高校生200 齢別 対・定市内在住・在学・在勤
中村☎080
で中学生以上の方、60人 費1000円
円、小学生以下無料）
−3472−8420
（高校生以下は500円）※当日徴収
8月28日㈬までにEメール。山来
第50回我孫子市民バドミントン大会
info@abkta.main.jp※詳しくはホー
日9月8日㈰受付9時〜 所市民体育
館 内男女シングルス、男女ダブルス、 ムペ ー ジ（ http://abkta.main.jp）
北村☎090−25
をご覧ください
混合ダブルス。各1・2部 対市内在
24−5214
住・在学・在勤で男女ダブルス2部は
初心者・40歳以上の方（ 1人2種目ま

で）
、39歳以下の男性は男女ダブルス
と混合ダブルスの兼任不可 費1人1
・
種目500円（小・中学生200円）
8月22日㈭必着で申込用紙または
はがきに大会名・種目・ランク・住所・
氏 名・年齢・性別・電話番号・所属
クラブ（学校名）を明記※ダブルスは2
ふ り が な

人記入。〒270−1175青山台4の9の
15岡信幸☎090−6006−2855

第62回我孫子市民文化祭
日8月25日㈰14時開演 所けやきプ
ラザホール 演目超訳「源氏物語 現
・
代版」ダイジェスト版 費無料
はがきに 住 所・ 氏 名・ 電 話 番 号・

チケット枚数を明記。〒270−1122
中里9あびこ舞台・片倉恭子☎7188

市民
伝言板

第30回我孫子市オープン・レディース
トリプルダブルス卓球大会
日9月26日㈭受付9時〜 所市民体
育 館 内A・B・Cランク 別 3ダブル

ス団体戦 対30歳以上の女性（ 1チー
ム6人） 費5000円（連合会員チーム
・ 8月
4000円） 持ゼッケン
30日㈮必着ではがきに大会名・ラン
ク・団体名・代表者の住所・氏名・電
話番号・参加者の氏名を明記。〒270
−1142泉9の24の807川久保利津子
☎7103−8319

市民プラザプレゼンツ ジャズライブ
日8月31日㈯14時開演 内うまい！
すごい！ 楽しい！ フ ァ ンキ ー・ ハ ッ
ピージャズ。出演…池野弘美さん、児
玉信一郎さんほか 定先着190人 費

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

月21日㈬13時30分〜、9月8日㈰18
時30分〜。けやきプラザ。リクエス
トを取りピアノ伴奏でみんなで歌い
▼中村天風の教えを学ぶ 第4回講演会
ます。1000 円。 こさか ☎ 090 −
「顕在意識の浄化法」 8月18日㈰9時 7716−1417
30分〜12時。けやきプラザ8階。先 ▼中高年から始めるらくらくピアノ
着30人。300円（資料代）。 ・ 明 無料体験会 8月22日㈭10時〜11時
るく元気に活きる会・勝又☎080− 30分。市民プラザ会議室1。月2回、
1252−0308
仲間と集いキーボードで練習。音楽で
▼小さいお友達イベント♪ 8月20日 心も身体も元気に。 藤田☎090−
㈫10時〜。涼しいお部屋で、体を動 1765−3692
かしたり、工作したり楽しく遊びま ▼第6回アクイールの夏まつり 8月
しょう。1歳半〜2歳頃。無料。要予約。 24日㈯10時〜16時。屋台多数。呼魂
太鼓、柏市民吹奏楽団、バザー、子ど
所・ ・ なないろキッズ☎070−
3517−8276
も神興ほか。無料。駐車場あり。所・
特別養護老人ホームアクイール☎
▼ 美 地 と バク の 我 孫 子 うたごえ 8

講演・催し

たのしもう

み

こ し

No.1482

1200円（前売り1000円） 所・
民プラザ☎7183−2111

市

バーベキュー婚活
日9月29日㈰8時45分〜17時 所あ
けぼの山公園（けやきプラザ集合）

内買い出し、野菜収穫体験、フリータ
イムほか 対・定45歳までの方、各
15人※応募者多数の場合は抽選（市内

在住・在勤の方優先） 費男性5000
・ 9月2日㈪ま
円、女性4500円
でに我孫子市結婚相談所あび♡こい♡
ハ ー ト ☎ 7184 − 8100 wedding@
abiko-shakyo.com

令和元（2019）
年8月1日号

日9月5日・12日・19日・26日㈭9時
30分〜11時30分 所名戸ヶ谷あび
こ病院7階会議室 定先着40人 費
2000円（会員1000円）※全回分
8月20日㈫必着で往復はがきまたはE
メールに郵便番号・住所・氏名・電話

番号を明記。〒270−1151本町3の1
の2あびこ市民活動ステーション内・
市 史 研 究 センタ ー gasonsi@jcom.
品田☎7182−1861
home.ne.jp
楽 認知症について一緒に考えましょう

歌って脳トレ、楽しくチャレンジ♪
日8月29日㈭10時〜12時 所近隣セ
ンターこもれび 講師今川篤子さん

第39回我孫子市内チーム卓球大会
日10月3日㈭9時〜 所市民体育館
（あびこ診療所所長） 定30人（要申
・ 天王台地区高齢
種目団体戦男子…2単1複（ 1チーム 込） 費無料
2・3人）、団体戦女子…3複（ 1チーム 者なんでも相談室☎7182−4100

4〜6 人 ） 対 市 内 在 住・ 在 勤 または
連盟加入の方 費男子2000円、女子

4000円（連盟加入者500円引き） 持
・ 9月6日㈮必着では
ゼッケン
がきに大会名・チーム名・代表者住所・

氏名・電話番号・参加者の氏名を明記。
〒270−1166我孫子1780の36田渕
加寿子☎7184−8021
フルートアンサンブル紙ふうせん
第11回定期演奏会
日9月8日㈰14時開演 所アミュゼ柏

内「 5本のフルートのための協奏曲第
3番」
（ボワモルティエ）、
「管弦楽組曲
第2番」より（バッハ）、赤とんぼ、翼
をくださいほか。指揮…細山友子さ
須田☎7154−7413
ん 費無料

講演・講座・教室
SKSカフェトーク ORIGAMI倶楽部
日8月10日㈯13時30分〜15時30分
所けやきプラザ10階 内折り紙をし

市民後見人養成講座
日10月18日㈮・25日㈮、11月8日㈮・
15日㈮9時30分〜16時。12月12日
㈭10時〜15時、13日㈮9時30分〜
12時。施設実習…11月18日㈪〜29
日㈮のうち2日間 所アビスタ第2・4
学習室。施設実習…特別養護老人ホー
ムアコモード、あらき園 対・定市内
在住で全日程に参加でき、次年度開催

予定の講座を継続して受講できる70
歳以下の方、15人（書類選考あり）※
5人に満たない場合は中止 費無料
・ 8月30日㈮までに履歴書、志
望動機（ 600字程度）を郵送または持
参。〒270−1166我孫子1861我孫
子市社会福祉協議会☎7184−1539

老後の安心講座
日9月6日㈮・20日㈮、10月1日㈫13
時30分〜16時（全3回） 所けやきプ
ラザ7階研修室 内日常生活に困った
ときの各種福祉サービスや相続と遺言

ながら仲間をつくりボランティア活
動にもつなげよう 定先着10人（要申
・ 市民活動ステー
込） 費無料
シ ョ ン ☎ 7165 − 4370 abikosks@

対・定20歳以上の方、先着35人 費
・ 8月31日㈯までには
1000円
がき、ファクス、Eメールに講座名・住
所・氏名・電話番号を明記。〒270−

市史研 初級古文書講座（全4回）

法人東葛市民後見人の会我孫子支部・

themis.ocn.ne.jp

1108布佐平和台4の4の22認定NPO

7165−6511
12 人。1500 円。 ・ 郡 司 ☎ 090
▼我孫子平和フェスティバル 講演と −8856−3343
展示 8月25日㈰・26日㈪9時30分
▼大人のための英会話韓国語入門講
〜。市民プラザ。講演13時30分〜… 座 9月4日㈬〜、毎週㈬全8回。市民
25日「憲法と若者の政治意識の変化」、 プラザ。英会話…18時〜19時、韓国
26日「徴用工問題と戦争加害」。無料。 語…19時30分〜20時30分。8000円
中村☎090−3964−3111
（受講料、テキスト代）。 国際文化
▼親子デイキャンプ 8月25日㈰10 交流協会☎090−6489−2803
時〜14時。我孫子第1団野営場。自分
やってみよう
で作った器とお箸で流しそうめんを 会員・仲間募集
食べよう。幼児〜小学1・2年生親子。
・ ボーイスカウト我孫子第1団・ ▼根戸やよい会囲碁部 毎週㈫9時〜
長原☎090−6101−6327
12時。根戸近セ。囲碁を通して仲間
▼久遠苑納涼大会 8月25日㈰18時 づくりとコミュニケーション活動。年
〜20時。盆踊り、模擬店、打ち上げ 齢不問。女性歓迎。サークル掛け持ち
花火など。詳しくは「久遠苑ホームペー 可。 坂巻☎7182−8617
▼時事サロン 毎月第3㈬10時〜12
ジ」をご覧ください。所・ 特別養護
老人ホーム久遠苑☎7187−3141
時。 けやき プラザ6 階 会 議 室。 時 の
▼パソコン楽しみ隊市民ICT講座「ス
内外政治経済などの話題を気楽に話
マホの基本操作とよく使うカメラを
す会。1回200円。 平田☎7149−
3056
もっと知ろう」 8月27日㈫13時30
分〜。我孫子南近セ第1会議室。先着

〈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・
秘書広報課広報室 ☎7185−1269 7185−1520
問い合わせ先などです。
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市の鳥…オオバン

「広報あびこ」がスマートフォン、
タブレットで読めます◎アプリ「マチイロ」

令和元年（2019年）

日

No.

1482

メール配信サービス

市からのお知らせをメールで配信しています。パソコン・スマートフォンからは、市ホームページ内「メール配信サービス」をご覧ください。
携帯電話からは、右上のQRコードを読み込むか、我孫子市携帯サイトhttp://www.city.abiko.chiba.jp/mob/へアクセスしてください。

アプリケーションのダウンロード方法…①App Storeまたは
Google Playからアプリ
「マチイロ」
をインストール②個人設定
（
「お住まいの地域」
で我孫子市を登録）
※ダウンロードは無料、通信料は利用者負担

東京2020オリンピック聖火ランナー募集
令和2（ 2020）年7月2日㈭〜4日㈯の3日間、東京2020オリンピ
ック聖火リレーが県内各地を回ります。現在、県ではオリンピック聖火ランナ

東京2020組織委員会の聖火ランナー選定の基本的な考え方

主な募集要件 ◎平成20年4月1日以前に生まれた方
◎千葉県にゆかりがある方
選定方法 千葉県で書類審査および面接を実施。東京2020組織委員会に候補

千葉県の聖火ランナー選考テーマ

◎復興・不屈の精神（支えあう心） 例…復興のために、地域コミュニティ
再生に多大な貢献をした人 ◎違いを認めあう包容力（認めあう心） 例…
地域の人と移住者をつなげて、新たな地域ブランド構築に貢献した人 ◎
祝祭による一体感（高めあう心） 例…地域の伝統文化活動を縁の下で支え
ている人

ーを募集しています。千葉県で走りたいという熱い気持ちをお持ちの方、震災
復興に尽力された方など、ぜひご応募ください！
締切日 8月31日㈯ 定員 33人（千葉県の募集人数）

東京2020組織委員会が示す聖火ランナー選定の基本的な考え方に加え、
千葉県の聖火ランナー選考の独自視点は次のとおりです。
◎県内の幅広い地域からランナーを選考することとし、地域のバランスに
も配慮します。 ◎東京2020組織委員会が示す聖火ランナー選定の基本的
な考え方を前提として、千葉らしさ（千葉県における聖火リレーのルート

者として推薦、組織委員会が選定。
県ホームページ（QRコード参照）から応募または応募用紙（市役所本庁舎1
階ロビー、各行政サービスセンター、県庁2階県政情報コーナー、各地域振興
事務所などで配布）を特定記録で郵送。〒262−8691花見川郵便局私書箱10
号 千葉県オリンピック聖火ランナー応募事務局※詳しくは県ホームページまた
はリーフレット（応募用紙兼用）をご覧ください。
千葉県開催準備課☎043−223−3489（平日午前9時〜午後5時）

8月
図書館

ギャラリー＆
県民講座

オリンピック聖火リレープレゼンティングパートナー4社でも聖火ランナーの募集を行っています。
詳しくは各社ホームページをご覧ください。
◎日本コカ・コーラ株式会社、トヨタ自動車株式会社、日本生命保険相互会社、日本電信電話株式会社
（NTT） https://tokyo2020.org/jp/special/torch/olympic/torchbearer/

1日㈭〜31日㈯ 休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）

湖北台分館ミニギャラリー
◆水彩画「陽の光の風景」 相川健
布佐分館ミニギャラリー
◆水彩画（Ｆ10号）
「緑陰」４点 塩原壮太

開館時間：9時〜21時 休館日：26日㈪
◆「原爆に関する写真」と「平和祈念の折り鶴」展
日6日㈫〜19日㈪（初日10時〜、最終日15時まで） 問社会福祉
課・内線649
◆高齢者文化祭作品展覧会
日23日㈮〜29日㈭（初日18時〜） 問高齢者支援課・内線412
けやきプラザ

休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）

第1ギャラリー
◆河野秀雄 個展
日〜12日㈪9時〜18時 問河野☎7184−7289
第2ギャラリー
こ け し
◆書家 河村詩夕展 〜蓮と木芥子と墨あそび〜
日〜4日㈰10時〜18時（3日㈯17時まで、最終日16時まで） 問
秋元☎090−9371−1889
◆「フォト・チャンプルー」展（第37回）
日14日㈬〜18日㈰9時〜17時（初日13時〜） 問海老原☎090
−5788−2181
アビシルベ

手賀沼花火大会2019
日時

アビスタストリート（中央通路）

☎7100−0014

開館時間:9時〜18時
◆Lotus Flower 〜蓮の花に魅せられて〜
日1日㈭15時まで
◆第6回我孫子市岡発戸・都部の谷津 〜風景とチョウの写真展
〜
日4日㈰〜10日㈯（初日12時〜、最終日17時まで）
◆アビストリーム
「アビスト de Night☆」LIVE放送
日16日㈮18時〜19時
◆ライブ・オン・アビシルベ
日18日㈰11時〜16時
◆あびこカッパまつり展示
日20日㈫〜30日㈮
けやきプラザ県民講座・講習
◆笑いと長寿の健康科学
日7日㈬ 講師松島勇次さん（健康長寿の秘訣研究会 代表幹事）
◆認知症予防にも役立つ 囲碁のすすめ
日21日㈬ 講師王銘琬（オウ メイエン）さん（日本棋院 九段）
〈共通〉時間10時〜12時 場所7階研修室 定先着順（要申込）
・
電話で住所・氏名・電話
けやきプラザ県民講座・講習
番号を明示。千葉県福祉ふれあいプラザ☎7165−2886 受講
料 無料（要申込・先着順） 休館日 月曜日（月曜日が休日の
場合は翌日火曜日）※専門職対象県民研修はホームページwww.
furepla.jpをご覧ください。

ぶらりあびこ散策89は、広報あびこ8月
16日号に掲載する予定です。
秘書広報課広報室☎7185−1269

テーマ）をアピールできる人を中心に選考します。

8月3日㈯午後7時〜8時30分（打ち上げ7時10分〜）※荒天中止

我孫子駅をご利用の方へ
◎駅構内での待ち合わせは混雑します。けやきプラザ広場をご利用ください。◎帰りの時間帯、混雑時は
我孫子駅への入場規制を行います。北柏駅（手賀沼公園から約3㎞）もご利用ください。
注意事項

◎手賀沼公園内広場の観覧の場所取りは8月2日㈮午後5時からです。芝の上に直接スプレーやペンキなど
でマーキングしないでください。◎決められた観覧場所以外での場所取りは禁止です。見つけた場合は撤
去します。◎手賀大橋上での観覧は禁止です。◎会場周辺での小型無人機（ドローン）の飛行・操縦は禁止
です。◎手賀沼への船舶などの乗り入れは禁
交通規制図
止です。
6
←北柏
※公共施設の臨時閉館やバスの運行状況など
北柏駅
我孫子駅
…車両通行止め
詳しくは市ホームページをご覧ください。

けやきプラザ

手賀沼花火大会実行委員会（商工会内）☎
7182−3131※開催当日午後4時〜10時は商
業観光課☎7185−1475
※ あび バス・ 阪 東 バス は 阪 東 自 動 車 ㈱ ☎

※20:30〜
21:30
歩行者
専用 Ⓒ

Ｇ
Ｓ

船戸
の森

八
坂
神
社

郵
便
局

Ⓓ

…歩行者専用
…一方通行

Ⓑ

Ⓑ

手賀沼ふれあいライン Ⓐ
アビスタ
手賀沼公園

7185−2771
※開催の有無は当日午前8時からテレホンサ
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Ⓐ…18:00〜21:00
Ⓑ…18:00〜21:30
Ⓒ…18:00〜20:30
Ⓓ…18:00〜21:00

手賀沼

Ⓓ

県
道
船
橋
我
孫
子
線

356
消防
本部
我孫子
市役所

水の館
あびこん

我孫子高校
手賀大橋

ービス☎0180−991−155
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市内在住の作家 古谷田奈月さん
新作『 神 前 酔 狂 宴 』を 出 版 ！ ぜ ひ ご 一 読 く だ さ い ！
し

ん

ぜ

ん

す

い き ょ う え

ん

古谷田奈月さんの新作『神前酔狂宴』が7月12日に河出書房新社から出版されま
した。古谷田さんは現在も市内で執筆している、文学界でも注目の作家です。

『神前酔狂宴』
フリーターの浜野は、友人の梶とともに由緒ある高堂神社の披
露宴会場で働いていた。浜野には結婚披露宴に人生をかける大人
たちの姿がときに滑稽に映り、その
「茶番」を一歩引いて見ていた。
が、日々の仕事の中、やりがいや理解が生まれ、妥協と挫折を味
わううちに、いつしかがっつり向き合うようになる。浜野の成長か
ら目が離せない。
古谷田 奈月さんプロフィール

古谷田奈月さん

1981年我孫子市生まれ。新木小学校、湖北中学校卒業。2013年「今年

の贈り物」で日本ファンタジーノベル大賞受賞（のちに『星の民のクリスマス』と改題）。2017年『リリー
ス』で織田作之助賞受賞。2018年「無限の玄」で三島由紀夫賞受賞。同年、
「風下の朱」は芥川龍之介賞の
候補に選ばれた。

【千葉テレビ放送「シャキット！あびこナビ」】
毎月1回、市の魅力を発信しています。今月は、真夏の手賀沼を舞台にスイム・バイク・ラン。
「手賀沼トライアスロン
大会」
に挑んだ鉄人たちのレースの模様を紹介します。ぜひご覧ください！ 放送時間 8月30日㈮午前7時ごろ〜
あびこの魅力発信室・内線235
この広報紙は再生紙と植物油インキを使用しています。

