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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。

で出会う歌物語Ⅱ
日11月10日㈰14時開演　内「狂乱の
場」「ランメルモールのルチア」など。
出演…吉田真澄さん、浅原孝夫さんほ
か　定250人（要申込）　費1000円

〈共通〉所・ ・ 湖北地区公民館☎ 
7188－4433 http://abikokohok
u-kouminkan.jp/（ホームページから
申し込み可）

こもれびまち協・天王台地区社協
第51回 シニアいきいき講座

日9月22日㈰13時30分～15時40分
所近隣センターこもれび　内講座「介
護で疲れる前に知っておきたいこと」、
ミュージックフープ健康体操&ヘルス
リズムス。講師…山口江美さん（NPO
鼓響理事長）　定50人　費無料　 ・

9月20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

第20回 理学療法士の腰痛改善教室
日10月5日～11月2日毎週土曜日（全
5回）①9時30分～11時②13時～14
時30分　講師高見沢圭一さん・山口
正貴さん（東京大学医学部附属病院）　
対・定40歳以上で全回参加でき今後
手術の予定がない方、10人※過去に
参加した方はご遠慮ください　費１
回300円　所・ ・ 9月21日㈯ま
でに申込書を持参。ふれあいプラザ（け
やきプラザ6階）☎7165－2881

楽失語症家族教室
日9月24日㈫14時～16時　内失語の
知識や会話技術の講習、相談・交流な
ど　対・定市内在住で失語症のある方
の家族、10人　費無料　所・ ・
障害者福祉センター☎7185－1124

てとりあスクール
◎簡単蒔

ま き

絵
え

で物作り
日9月26日㈭10時～12時　費110円
◎みよちゃんの折り紙教室　
日10月30日㈬14時～16時　費無料
◎作ろう！フェルトのおもちゃ
日11月25日㈪13時30分～16時30分
費100円

〈共通〉定10人　所・ ・ 前日まで
にボランティア市民活動相談窓口て・
と・り・あ☎7185－5233
楽高齢者のためのなないろいきいき教室

「認知症と薬について」
日9月26日㈭14時～15時30分　所我
孫子南近隣センター　講師鳥谷寧

やすし

さん
（ウエルシア薬局薬剤師）　対・定市内
在住の方、30人（要申込）　費無料　

・ 我孫子地区高齢者なんでも相
談室☎7179－7360

令和元年度 第2回 
危険物取扱者試験・後期受験者講習

◎試験
日11月30日㈯　所さわやかちば県民
プラザ　費乙種第4類4500円　 ・

9月13日㈮～30日㈪に願書（各消防
署・分署で配布）を持参・郵送（電子
申請は9月10日㈫～27日㈮）。〒260
－0843千葉市中央区末広2の14の1
消防試験研究センター千葉県支部☎
043－268－0381
◎講習（希望者のみ）
日10月17日㈭　所松戸市民会館　費
3600円（別途テキスト代）　 ・ 9
月17日㈫～24日㈫に消防本部予防課
☎7181－7702

募集  
学校安全管理員（臨時職員）

任期登録者の中から必要に応じて学期
ごとに任用　勤務日時授業日（週3・4
日、1日4時間）　勤務場所市内各小学
校　内学校内外の巡回、登下校時の児
童の見守りなど　賃金時給900円　選
考書類・面接　 ・ 教育委員会学校
教育課☎7185－1267

携帯電話アプリモニター
日・内①9月19日㈭15時～事前説明
会②9月19日㈭～10月17日㈭アプリ
の利用（1日5分程度）③10月17日㈭
15時～事後説明会　所①・③市民プ
ラザ　対・定①～③全て参加でき、市
内在住の65歳以上でスマートフォン

（らくらくフォンを除く）を使用して
いる方、50人　報酬6000円　 ・

9月10日㈫までに氏
ふ り が な

名・性別・年齢・
住所・携帯電話番号・Eメールアドレ
スを明記のうえ、Eメール。川村学園
女子大学社会心理学研究室☎7183－
7226 info@ka-labo.jp

お知らせ  
布佐市民センターステーションホール

 一時休館
空調設備の故障により、一時休館しま
す。今後の予定などは、決まり次第市
ホームページなどでお知らせします　

市民活動支援課・内線484
2019年 全国家計構造調査

総務大臣の定める方法で抽出された全
国約8万4000世帯を対象とした調査
で、市内48世帯が対象です。9月中旬
から調査員が調査票の配布に伺うの
で、ご協力ください。なお、調査員は
必ず調査員証を携帯しています　対象
地域我孫子1848番地・1849番地の
一部、寿2丁目の一部、緑2丁目の一部、
天王台1丁目・2丁目の一部　 文書
管理課・内線229

ねこ譲渡会
日9月8日㈰・22日㈰、10月13日㈰・
27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　 我孫
子犬猫里親会☎090－1618－2502

タクシードライバー 合同就職説明会
日9月12日㈭14時～　所ハローワー
ク松戸　内東葛地区内のタクシー事
業者10数社が参加　定50人（履歴書・
申込不要、子連れ可）　費無料　 千
葉県タクシー協会東葛支部☎7131－
5440

下水道排水設備
工事責任技術者共通試験

日令和2年1月11日㈯　所千葉市総
合保健医療センター　受験資格要件
あり　費1万円　 ・ 10月10日㈭
までに申込書を郵送（消印有効）。千
葉県下水道協会事務局☎043－245－
6112 http://www.jswa-chiba.jp/
※申込書は10月4日㈮まで事務局で配
布

中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度は、中小企業
に利用されている国の退職金制度で
す。国から掛け金の助成を受けられ、
掛け金は全額非課税で手数料はかかり
ません。外部積立型のため管理も簡単
で、パートタイマーや家族従業員も加

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　7 月末日現在

7 月の発生件数 21 件
今年の発生件数（1 月～） 150 件
前年同期比 － 10 件

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

7 月の負傷者数 25 人
今年の負傷者数（1 月～） 177 人
前年同期比 － 20 人

入できます　 中小企業退職金共済
事業本部☎03－6907－1234
※市ではこの制度を利用している中小
企業者に補助金を交付しています。詳
しくはお問い合わせください　 企
業立地推進課☎7185－2214

まち協情報  
こもれびまちづくり協議会

◎ラフターヨガ～笑って健康に～
日9月2日㈪10時～11時30分　講師
ふじもとゆうこさん　定先着50人　
費無料　持タオル、飲み物、動きやす
い服装　所・ 近隣センターこもれ
び☎7165－2011

布佐南地区まちづくり協議会
◎地域コミュニティーづくりのための
映画鑑賞会
日9月8日㈰13時30分～　内アニメ

「君の名は」　費無料　所・ 布佐南
近隣センター☎7189－3740

我孫子北まちづくり協議会
◎講演会
日9月14日㈯13時30分～15時　内
知っておきたい相続の基本。講師…藤
田公俊さん（行政書士）　定120人　
費無料　所・ 我孫子北近隣センター
並木本館☎7157－4517

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9月21日㈯13時～15時30分　定8
人（要申込、1人60分）※ミニ相談あ
り（申込不要、1人30分以内）　持相談
したい機器
◎秋の文化祭出展・出演者募集
日10月26日㈯・27日㈰※出演は26
日のみ　内事前説明会…10月3日㈭①
13時30分～②19時～のいずれか　対
市内で活動している方（9月28日㈯ま
でに要申込）

〈共通〉費無料　所・ ・ 我孫子南
近隣センター☎7181－1011

新木地区まちづくり協議会
◎新木ふれあい文化祭参加者募集
日11月9日㈯・10日㈰　内芸能・展
示部門　費無料　所・ ・ 10月10
日㈭までに新木近隣センター☎7188
－2010

よみがえれ手賀沼

COD（化学的酸素要求量）･･･湖沼や海域の
水の汚濁の程度を示す指標で、数値が低いほ
ど水質が良いことを示しています。
☆我孫子市では、県・流域市とともに下水道
の整備や合併処理浄化槽の設置補助、排水路
の浄化施設等の運営管理などにより、手賀沼
への負荷の軽減を目指しています。
次回は12月１日号（予定）

手賀沼水質情報速報値（千葉県水質保全課提供）

測定地点 測定機関 COD環境基準
手賀沼中央 千葉県 5.0（㎎/L）以下

測 定 日 COD（㎎/L）
平成 31 年 4 月 16 日 10
平成 31 年 4 月 22 日 10
令和 元 年 5 月 9 日 11
令和 元 年 5 月 16 日 11
令和 元 年 6 月 12 日 7.6
令和 元 年 6 月 20 日 9.0

無料。講師・ 松木☎070－4417－
7367
▼英語スポーツ大会　10月20日㈰10
時～。柏第四小体育館。1200円（小学
生以下800円）。10月5日㈯までに要
申込（詳しくはHP）。 ・ NPO法人
こどもの地球村☎070－5078－2925
▼打って食べて、そば打ちを楽しみま
せんか　10月9日㈬9時30分～13時。
近セこもれび。そば打ち、実食、持ち
帰り。初心者歓迎。10人。2000円。

・ 岩﨑☎090－2301－0033
▼プログラミング体験教室　10月27
日㈰。中央学院大学（あびこ祭）。小学
4年～中学生。30人。要申込（詳しく
はHP）。無料。 ・ 学生課☎7183
－6518 gakusei@cgu.ac.jp

会員・仲間募集 やってみよう

▼健康麻雀　毎週㈪～㈮18時～20
時。①我孫子ビレジ（つくし野）②あ
びこ交遊館（湖北台）。各8人。6000
円（12回分）。初回テキスト配布。
古田☎7169－3321
▼太極拳を楽しもう　毎週㈫14時30
分～16時。根戸近セ。初心者歓迎。
楽しく無理なく、リラックスしなが
ら体力作り。月2500円。 伊豆野☎
7182－5362
▼布佐卓球クラブ　毎週㈭19時～21
時。㈰・㈷9時～12時。布佐小体育館。
卓球練習。部内・対外試合。18歳以上。
5人程度。年4300円。 馬場☎080
－3029－7503
▼社交ダンス サークル・マチ　毎月4
回㈭19時～20時45分。布佐南近セ。
音楽に合わせて、心も体も軽やかに。
初心者歓迎。入2000円。月3000円。

佐々木☎090－6133－5258

http://abikokohoku-kouminkan.jp/
http://abikokohoku-kouminkan.jp/
http://www.jswa-chiba.jp/
mailto:info@ka-labo.jp
mailto:gakusei@cgu.ac.jp
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