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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。

NPO法人ACOBAいきいき生活倶
楽部まほろば☎7181－9701

心臓ペースメーカー勉強会
日10月20日㈰受付9時30分～　所船
橋市西部公民館　講師稲垣雅行さん

（船橋市立医療センター心臓血管セン
ター長）　対心臓ペースメーカー装着
者・予定者と家族　費1000円（付添
者無料）※昼食会に参加する方は別途
2000円　 ・ 10月10日㈭までに
日本心臓ペースメーカー友の会・長澤
☎ 7183－0525

普通救命講習Ⅰ
日10月12日㈯9時30分～12時30分
所市民プラザ　内成人に対する心肺蘇
生法とAEDの使い方など※講習終了
後、救命技能適正と認められた方には
修了証を交付　対・定市内在住・在学

（小学5年生以上）・在勤の方、先着30
人（要申込）　費無料　 ・ 電話ま
たは窓口。消防本部警防課☎7181－
7701

川村学園女子大学公開講座
「アートの文化学入門」

日10月13日㈰13時～15時20分　内
民俗学・文化人類学・考古学の立場か
らアートについて考えます。講師…山
越英嗣さん（早稲田大学人間科学学術
院）、石村智さん（東京文化財研究所）　
費無料　所・ 川村学園女子大学☎
7183－0111

楽天王台介護予防教室
「健康寿命を延ばす生活習慣と食事」

～管理栄養士から学ぶ～
日10月16日㈬10時～12時　所近隣
センターこもれび　講師吉岡しのぶ
さん（名戸ヶ谷あびこ病院・管理栄養
士）　定50人（要申込）　費無料　 ・

天王台地区高齢者なんでも相談室
☎7182－4100

新木地区まち協・湖北地区社協
らくらく健康教室

日10月19日㈯13時30分～15時30分
所新木近隣センター　内講座「得に
なるお話」、健康リズム体操。講師…
山口江美さん　費無料　 新木地区
まちづくり協議会☎7188－2010、
湖北地区社会福祉協議会☎7187－
2551

シニアのための仕事説明会
日10月25日㈮10時～11時30分　所
湖北台近隣センター会議室1　内セブ
ン－イレブン店舗での短時間勤務・レ
ジなどの仕事内容説明会・相談会　対・
定60歳以上の方、先着20人　 ・
10月24日㈭までに企業立地推進課☎
7185－2214

家事家計講習会
日・所①10月26日㈯我孫子北近隣セ
ンター並木本館②10月29日㈫アビス
タ③10月31日㈭天王台北近隣セン
ターいずれも10時～11時45分※①・
②は託児あり（要申込）　費400円（託
児は別途200円）　 ・ 電話・フ
ァクス・Eメール。全国友の会我孫子
支部・栗

く り

城
き

☎090－8740－2195

7138－6240 krk.re-co@amail.pla
la.or.jp

湖北地区公民館（コホミン）講座
◎音楽療法でリフレッシュ！～元気にド
レミ♪～
日11月11日㈪13時～14時30分　内
歌・リズム遊びなどで脳トレーニング。
講師…藤原葉子さん（流山音楽療法）　
定20人（要申込）　費500円　持動き
やすい服装、上履き、飲み物　所・
・ 電話または窓口。湖北地区公民館
☎7188－4433

募集  
第9回我孫子市和太鼓祭り

出店者
日11月10日㈰9時40分～14時30分
※荒天中止　所湖北台中央公園　対・
定市内事業者優先、30区画（1区画間
口2m）※飲食許可業者以外の飲食品
取り扱いは不可　費2000円（コンセ
ント別途1000円）　 ・ 10月20日
㈰までに、はがき・ファクスに品目・
店名・代表者氏名・電話番号を明記。
〒270－1132湖北台1の13の22湖北
フラワーセンター☎7188－4489
7188－7869

お知らせ  
行政書士会の無料相談

日①10月5日㈯・6日㈰10時～15時
30分②10月19日㈯10時30分～15時
30分※荒天中止　所①松戸駅西口広
場②柏駅東口スカイプラザ柏　内相
続・遺言・成年後見・官公署への許認
可その他各種手続き　費無料　 千
葉県行政書士会東葛支部・岩本☎080
－1099－5660

法の日無料法律相談会
日10月5日㈯13時～16時　内相談時
間は1人30分まで（申込不要）　所・
千葉県弁護士会松戸支部☎047－366
－6611

猫譲渡会
日10月6日㈰・20日㈰、11月3日㈷・
17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　 ねこ
わんこ☎080－8723－9550

楽認知症の方の家族のつどい
「あびこ」

日10月9日㈬13時30分～15時30分
所けやきプラザ7階研修室　内介護方
法や日頃の悩みなどの情報交換　対認
知症の方を介護している家族・介護経
験者　費無料（申込不要）　 高齢者
支援課☎7185－1112

無料調停相談会
日10月12日㈯10時～15時　所我孫
子南近隣センター　内離婚・遺産相続
などの家庭内のもめ事や交通事故・近
隣関係など民事上のトラブルについ
て、裁判所の調停委員が相談（現在裁
判中・調停中の事件は不可）　費無料　

千葉地方・家庭裁判所松戸支部庶
務課☎047－368－5141

年金・労務・成年後見
なんでも相談会

日10月20日㈰10時～15時　所湖北
台中央公園　費無料　 千葉県社会
保険労務士会東葛支部☎047－345－
9992

まち協情報  
こもれびまちづくり協議会

◎ベビーダンス体験会
日①ママとダンス…10月17日㈭・24
日㈭10時15分～11時30分②パパと
ダンス…10月27日㈰14時～15時15
分　内赤ちゃんを抱っこして優しくス
テップ。講師…波田野理絵さん（日本
ベビーダンス協会認定インストラク
ター）　対・定首が据わっている1歳
くらいまでの赤ちゃんとママ・パパ、
各日20組（要申込）※応募者多数の場
合は抽選　費無料　持抱っこひも・体
温計・バスタオル・飲み物　所・ ・

10月10日㈭までに、はがき・Eメー
ルに希望日、郵便番号、住所、電話番
号、ママ・パパの氏名、赤ちゃんの名
前・生年月日を明記。〒270－1144
東我孫子1の41の33近隣センターこ
もれび☎7165－2011 komorebi.
babydance17@gmail.com 

根戸地区まちづくり協議会
◎第29回根戸地区文化祭
日10月12日㈯～14日㈷9時30分～
17時　内バザー（12日10時～）、展示

（12日、13日〈16時まで〉華道・書道・
はがき絵ほか）、発表（14日10時～根
戸小学校吹奏楽部・フラダンス・日本
舞踊など）　所・ 根戸近隣センター
☎7183－5363

我孫子南まちづくり協議会
◎スマホ・タブレット講座
日10月12日㈯13時20分～15時30分
定先着16人（要申込）　費200円　内
写真の送受信ほか　持スマホ・タブ
レット
◎スマホ・タブレット・パソコン相談
日10月19日㈯13時～15時30分　定
相談…8人（要申込・60分）。ミニ相
談（申込不要・30分以内）　費無料　
持相談したい機器
◎はじめてのベビーダンス
日10月25日㈮10時15分～11時45分
内赤ちゃんを抱っこしてダンスのス
テップ。ふれあい遊び、抱っこひも付
け方のアドバイスも。講師…波田野理
絵さん（日本ベビーダンス協会認定イ

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　8 月末日現在

8 月の発生件数 24 件
今年の発生件数（1 月～） 174 件
前年同期比 － 12 件

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

8 月の負傷者数 31 人
今年の負傷者数（1 月～） 208 人
前年同期比 － 20 人

ンストラクター）　対・定首が据わっ
ている1歳くらいまでの赤ちゃんと保
護者、20組（要申込）　費無料　持抱っ
こひも・体温計・バスタオル・筆記用
具・着替え・飲み物
◎秋の文化祭
日①10月26日㈯②27日㈰　内①市
民による舞台発表②「気軽にクラシッ
ク」（14時～16時）出演…三崎今日子
さん、オペラを上映する会ほか※両日
とも展示・カフェコーナーあり。②の
み要整理券（10月1日から配布）　費
無料

〈共通〉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
◎料理セミナー 「チーズケーキ五変化」
日10月20日㈰13時30分～16時　講
師川上恵子さん　定16人　持エプロ
ン・三角巾・手拭き・食器用布巾・
筆記用具　費800円　所・ ・ 10
月16日㈬までに新木近隣センター☎
7188－2010

布佐南地区まちづくり協議会
◎第34回布佐文化祭
日10月19日㈯・20日㈰・27日㈰10
時～　内◎19日㈯…オープニング10
時～、餅つき大会10時30分～、作品
展示（絵画・書道・華道・手芸など）
10時30分～19時、フリーマーケット
10時30分～◎20日㈰…作品展示10
時～16時◎27日㈰…発表（コーラス・
郷土芸能・楽器演奏・殺陣など）10時
～16時　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17回地域コミュニティづくりのた
めのお楽しみ映画会
日10月19日㈯13時30分～15時30分
内「ちはやふる～上の句～」（上映時間
111分）出演…広瀬すず、野村周平ほ
か　定150人　費無料　所・ 湖北
台近隣センター☎7187－1122

日時　10月1日㈫～4日㈮午前9時
～午後9時（初日正午～、最終日午後3時まで）
場所　アビスタストリート（中央通路）
内容　市民の方から寄贈いただいた「1964
年東京オリンピック」開催期間中の新聞記事
の展示（全15枚）、東京五輪音頭－2020－の
紹介

　教育委員会生涯学習課☎7182－0511

よみがえる1964年東京オリンピックの記憶
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