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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。

定30人　 11月12日㈫17時まで
◎高齢者施設でボランティア
日11月26日㈫11時～12時30分　所
ガーデンコート天王台　定2人　 11
月21日㈭まで
◎障害者支援施設でボランティア
日12月6日㈮11時～14時30分　所
Café「風」　定3人　 12月3日㈫ま
で
◎あびっ子クラブでボランティア
日12月12日㈭15時～16時30分　所
布佐小あびっ子クラブ　定3人　 12
月9日㈪まで
◎人間関係を円滑にするアサーション講
座～より良い関係を築くために～
日12月20日㈮9時30分～11時45分
所名戸ヶ谷あびこ病院7階大会議室　
内自他の気持ちを大切にする自己表現
方法を学ぶ　定20人　 12月17日㈫
まで

〈共通〉 ・ 電話・ファクス・Eメー
ルでボランティア市民活動相談窓口て
·と·り·あ☎7185－5233 7185－
5243 avc@abiko-shakyo.com
楽高齢者のためのなないろいきいき教室

日11月14日㈭14時～15時30分　所
我孫子南近隣センター　内講演・実技
「いまから始める転倒予防」　対・定
市内在住の方、30人　 ・ 我孫子
地区高齢者なんでも相談室☎7179－
7360

認知症サポーター養成講座
◎認知症サポーターとしてできること
日11月22日㈮9時30分～12時　所市
民プラザ　定50人　 ・ 11月15
日㈮までに電話・ファクス・Eメール
で住所・氏名・電話番号を明示。我孫
子北地区社会福祉協議会☎ 7165－
3434 kita@abiko-shakyo.com
◎認知症に対する理解を深める
日11月29日㈮10時～12時　所天
王台北近隣センター　定30人（要申
込）　 ・ 天王台地区社会福祉協議
会☎7183－9009
楽湖北地区公民館（コホミン）講座

◎千葉伝統の技「人気キャラクターで
太巻きまつりずし」
日11月24日㈰13時～15時　講師川
合美津子さん（元学校栄養士）　定20
人※応募者多数の場合は抽選　費800
円　持エプロン、三角巾、布巾2枚、
まきす（大・小）、持ち帰り容器、筆
記用具　 11月15日㈮まで
◎朝摘みイチゴでクリスマスケーキを
作りませんか？
日12月24日㈫①9時30分～11時30
分②14時～16時　対・定小学生と保
護者、各回8組　費2000円　持エプ
ロン、保冷剤または保冷バッグ、バン
ダナ、布巾2枚、マスク、飲み物
◎カラダを知ろうシリーズ～呼吸で健
康！練功十八法～（益気功）
日12月6日～令和2年3月13日の金曜
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）　定30人　費7000円		持
運動できる服装、室内用運動靴、タオ
ル、飲み物

〈共通〉所・ ・ 湖北地区公民館☎
7188－4433※ホームページからも
申し込み可

楽天王台介護予防教室
転倒予防のためのロコモ体操教室

日11月19日㈫10時～12時　所近隣
センターこもれび　定30人（要申込）　

・ 天王台地区高齢者なんでも相談
室☎7182－4100

こもれびまち協・天王台地区社協
第52回シニアいきいき講座

日11月24日㈰13時30分～15時40分
所近隣センターこもれび　内講座「認
知症について知ろう」、サウンドフー
プ健康体操＆ヘルスリズムス　定50
人　 ・ 11月22日㈮までに天王台
地区社会福祉協議会☎7183－9009

犯罪被害者週間「千葉県民のつどい」
日11月24日㈰13時～　所千葉市生涯
学習センター　内犯罪被害者遺族によ
る講演「あすを生きる」ほか　 ・
千葉犯罪被害者支援センター☎043－
225－5451

楽失語症家族教室
日11月26日㈫14時～16時　内失語
の講習と会話技術の実習、失語に関す
る悩み事の相談　対市内在住で失語の
ある方の家族　定10人　所・ ・
障害者福祉センター☎7185－1124	
千葉県男女共同参画地域推進員事業

東葛飾地域講演会
日11月30日㈯13時30分～15時30分
所野田市役所　内〇〇が△△に変身!?
～くらしの知恵は防災の知恵～　定
50人※託児は11月15日㈮締め切り　

・ 千葉県男女共同参画センター
☎043－420－8411

募集  
ICT教育支援員（臨時職員）

任期12月1日～学期ごとの任用（更新
あり）　勤務日時平日8時～12時（勤
務時間は各学校と調整）　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　 ・ 11月
15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

任期令和2年1月6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、若干名　賃金時給930円～960
円　選考書類、面接　 ・ 11月29
日㈮までに履歴書を郵送・持参。〒
270－1166我孫子1861我孫子市社
会福祉協議会☎7184－1539

令和2年度 千葉県生涯大学校学生
募集期間11月8日㈮～12月27日㈮　
対健康・仲間づくり・社会参加に興味
がある県内在住の60歳以上の方　願
書配布場所高齢者支援課、各行政サー
ビスセンター、県ホームページ※郵
送希望者は、140円切手を貼った返信
用封筒（角2）を同封　 ・ 〒260－
0801千葉市中央区仁戸名町666の2
千葉県生涯大学校事務局☎043－266
－4705

お知らせ  
令和元年度 我孫子市戦没者追悼式

日11月7日㈭10時30分～　所湖北地
区公民館　内戦没者および戦災死没者
を追悼し、平和を祈念します※平服で
お越しください　 社会福祉課・内
線649
弁護士・税理士・司法書士合同無料相談会
日11月16日㈯13時30分～16時30分
所柏商工会議所4階　定24人　 11
月5日㈫10時～千葉県弁護士会松戸
支部☎047－366－6611　 江原☎
047－366－1211

やっぱり福祉！まるごとフェスタ
日11月20日㈬12時30分～16時　所
松戸商工会議所5階　内介護業界の合
同就職面接会・体験会　対未経験者歓
迎　 ・ ハローワーク松戸人材サー
ビスコーナー☎047－367－8609
（42#）

福祉のしごと就職フェアinちば
日11月27日㈬13時～16時　所ザ・
クレストホテル柏　内事業所紹介、個
別面談など　 千葉県福祉人材セン
ター☎043－222－1294

狩猟期間～ご注意ください～
期間11月15日～令和2年2月15日　
市内は県指定鳥獣保護区および特定猟
具使用禁止区域（銃器）ですが、隣接
する市では狩猟が可能な区域もありま
す。詳しくは県ホームページ「千葉県
における狩猟について」をご覧くださ
い　 東葛飾地域振興事務所☎047
－361－4048

自動車税の滞納処分を強化
県では自動車税の未納額の縮減のた
め、給与・預金・自動車などの差し押
さえを一層強化します。自動車税が未
納の方は、至急納付してください　
柏県税事務所自動車税整理課☎7147
－1231

まち協情報  
天王台北地区まちづくり協議会

◎近隣アート展
日11月9日㈯13時～17時・10日㈰
10時～16時　内絵画・書道・はがき
絵・手工芸などの展示、折り紙体験（10
日のみ）、喫茶コーナー
◎竜馬クリスマスコンサート2019 in 
天王台北～ My Home Town ～
日12月7日㈯14時～15時30分　出演
竜馬さん（バイオリン）　定120人　費
1000円（窓口でチケット販売中）

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　9 月末日現在

9 月の発生件数	 27 件
今年の発生件数（1月～）	 201 件
前年同期比	 － 14件

9月の死者数	 0 人
今年の死者数（1月～）	 0 人
前年同期比		 － 2人

9月の負傷者数	 33 人
今年の負傷者数（1月～）	 241 人
前年同期比	 － 21人

〈共通〉所・ 天王台北近隣センター
☎7182－9988

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11月10日㈰13時30分～　内「砂
の器」出演…加藤剛、島田陽子ほか　
所・ 布佐南近隣センター☎7189－
3740

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11月11日㈪10時～11時30分　講
師ふじもとゆうこさん　定50人　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

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11月16日㈯13時～15時30分　
内・定相談…8人（要申込・60分）。ミ
ニ相談（申込不要・30分以内）　持相
談したい機器
◎我孫子つくし野病院管理栄養士が勧
める冬の料理教室
日11月18日㈪9時30分～13時30分
内ゆずご飯、和風ハンバーグ、さば缶
とチーズの味噌汁ほか　定16人（要申
込）　費1000円　持エプロン、三角巾
◎簡単！やさしい！筋トレ
日11月19日㈫9時30分～11時30分
内毎日続けられる筋トレを学ぶ　定
30人　持動きやすい服装、室内用運
動靴、タオル、飲み物
◎スマホ・タブレット講座
日11月23日㈷13時20分～15時30分
内LINE・写真など　定16人（要申込）　
費200円　持スマホ・タブレット
◎映画「空想劇場」上映会
日11月24日㈰①10時30分～②13時
～　内東京学芸大学附属特別支援学校
卒業生によるミュージカル舞台の製作
ドキュメンタリー　定各回100人（11
月1日～整理券配布）

〈共通〉所・ ・ 我孫子南近隣セン
ター☎7181－1011

我孫子北まちづくり協議会
◎望遠鏡工作と星空観望会
日12月7日㈯①16時～20時②18時～
20時　内①望遠鏡工作と観望会（雨天
実施）②観望会のみ（雨天中止）　対①
小学生以上　定①15人②30人※小学
生は保護者同伴　費①1000円　所・

・ 11月7日㈭10時～我孫子北近
隣センター並木本館☎7157－4517

mailto:avc@abiko-shakyo.com
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