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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。

（有給休暇・交通費あり）　所・ ・
12月12日㈭までに履歴書を持参。ボ
ランティア市民活動相談窓口て・と・
り・あ（寿2の27の41）☎7185－5233
我孫子市石けん利用推進協議会委員

（公募委員）
任期令和2年5月1日～2年間　内石け
ん啓発に関する会議、学習会、講座、
イベントへの参加　対市内在住で石け
ん啓発活動に積極的に取り組める75
歳以下（任期満了時）の方　定5人　報
酬会議1回1500円、その他の活動1回
500円　 ・ 12月23日㈪必着で住
所・氏名・生年月日・電話番号を明記し、
レポート「石けん利用と私のくらし」
（1200字程度）を添えて持参・郵送。
〒270－1151本町3の2の1アビイク
オーレ2階消費生活センター☎7185
－1469

お知らせ  
広報あびこ1月16日号
「文芸だより」の締切日

締め切りは12月10日㈫必着です。早
めに投稿してください　応募先・ 〒
270－1192市役所秘書広報課（住所
省略可）☎7185－1269
楽認知症の方の家族のつどい「あびこ」

日12月11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　 高齢者支援課
☎7185－1112
遺言・相続の無料法律相談会

日12月14日㈯13時～16時（1人45分）
定20人　所・ ・ 12月3日㈫10時
～千葉県弁護士会松戸支部☎047－
366－6611
給与支払報告書（総括表）を発送

令和2年度給与支払報告書（総括表）
を、平成31年度中に特別徴収してい
る事業所の方へ11月29日に発送しま
した（従業員が普通徴収のみの事業所

には発送していません）　提出期限令
和2年1月31日㈮※なるべく早めにご
提出ください　 課税課・内線365

まち協情報  
新木地区まちづくり協議会

◎実践に活きる避難所運営訓練
日12月14日㈯9時30分～12時　内避
難所運営ゲーム「H

ハ グ

UG」で災害対応力
を磨く。講師…高野甲

き

子
ね

雄
お

さん　定
60人　 12月7日㈯まで
◎しめ縄飾り講習会
日12月22日㈰10時～15時　定先着
30人　費700円　持はさみ（紙用・わ
ら用）、敷き物、セロハンテープ、昼食　
12月10日㈫まで　

◎ケーキでエンジョイ
日12月15日㈰13時30分～15時30
分　定16人　費300円　持エプロン、
三角巾、布巾（手・食器用）、筆記用具　
12月11日㈬まで

〈共通〉所・ ・ 新木近隣センター
☎7188－2010

ふさの風まちづくり協議会
◎風のワークショップ
　「ガラスのアクセサリーを作ろう」
日12月13日㈮10時～12時　内フュー
ジングペンダント
◎風のワークショップ「ステンドグラス」
日12月20日㈮9時30分～12時　内干
支・ねずみのパネル。講師…アトリエ・
オーツカ　持紙用はさみ、薄手綿手袋、
エプロン

〈共通〉対20歳以上　定8人（要申込）　
費2500円　所・ ・ 近隣センター
ふさの風☎7181－6211

我孫子北まちづくり協議会
◎映画会 名画鑑賞で広がる地域の輪
日①12月13日㈮②19日㈭13時30分
～15時44分　内「王様と私」（日本語
吹き替え）主演…ユル・ブリンナー　
定①120人②50人　費無料　所・
我孫子北近隣センター①並木本館☎
7157－4517②つくし野館☎7157－

4085
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12月14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
◎お正月の生け花
日12月27日㈮14時～16時　講師柴
田香

こ う

蒲
ほ

さん　定20人　費2500円（材
料費）　持花ばさみ（ある人）、雑巾　
12月20日㈮まで

〈共通〉所・ ・ 我孫子南近隣セン
ター☎7181－1011
湖北台地区まちづくり協議会

◎第21回湖北台クリスマスコンサート
日12月14日㈯13時30分～15時30分
内映画音楽特集、日本の四季。出演…
ヴィヴァ・マンドリーノ、吉田真澄さ
ん（ソプラノ）　定150人　費無料　
所・ 湖北台近隣センター☎7187－
1122
布佐南地区まちづくり協議会

◎しめ飾り講習会
日12月22日㈰9時～13時　定先着20
人　費700円（材料費）　所・ ・
費用を添えて布佐南近隣センター☎
7189－3740

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　10 月末日現在

10 月の発生件数	 25 件
今年の発生件数（1月～）	 226 件
前年同期比	 － 16件

10月の死者数	 1 人
今年の死者数（1月～）	 1 人
前年同期比		 － 1人

10月の負傷者数	 26 人
今年の負傷者数（1月～）	 267 人
前年同期比	 － 27人

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3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）
令和	元	年 7月 3日 11
令和	元	年 7月 24日 7.2
令和	元	年 8月 6日 10
令和	元	年 8月 14日 8.1
令和	元	年 9月 5日 8.8
令和	元	年 9月 12日 9.8

■ 「木工アドバイザー」 休館日を除く毎日 9時30分〜16時
■ 「布クラブ相談日」 第1火・水曜日、第4水・木曜日 10時〜15時
■ 「布ぞうり相談日」 第1金曜日 10時〜15時
■ 「裂き織り・バッグ作り相談日」 第2水曜日 10時〜15時

リサイクルアドバイザー来館日　 ふれあい工房☎7186－5500 7165－2430

※申込方法：申し込みは本人に限る（詳しくは工房に問い合わせ）。月曜日（休館日）を除く毎日【電話の
み開催日前日まで受付】9時～17時（いずれも定員になり次第締め切り。キャンセルの場合は、必ず連
絡をしてください）。なお、キャンセル待ちの方は、参加希望教室開催日の前日に電話でお問い合わせ
ください。　

◎布クラブ、布ぞうり、裂き織り相談日（10時～15時）にはミシンを開放（工房使用料がかかります）。
※リサイクル教室の作品写真は、ふれあい工房のホームページでご覧になれます。
　 http://www.abiko-fureaikoubou.com

12月のふれあい工房楽
リサイクル教室名 開催日時 募集

人数 費用 持ち物・備考

布クラブ教室
（正月飾り）

11日㈬
9時30分～15時 5人 300円 おしぼり、裁縫道具、昼食

包丁研ぎ教室 12日㈭
10時～12時 5人 300円 包丁は1人2本まで

裂き織りバッグ作り
教室（帯からバッグ）

13日㈮
9時30分～15時 5人 300円 帯、裏布、接着芯、

ミシン糸、裁縫道具、昼食

布ぞうり作り教室 18日㈬
9時30分～12時 5人 300円 なし

布クラブ教室（お財布） 18日㈬
9時30分～15時 5人 300円 裁縫道具、昼食

◎15日㈰、29日㈰〜令和2年1月4日㈯は休館

　次の皆さんから温かい善意が寄せられました。ご厚意は趣旨に沿って大
切に使わせていただきます。（平成31年4月1日～令和元年9月30日分）
【個人】入野勝見様、岡島洋次様、酒井大樹様、笹原克之様、佐藤惠一様、
進藤邦彦様、染谷淑子様、茂木敬世様、匿名10件
【団体】我孫子市歌謡文化同好会「虹」様、我孫子市書道連盟様、我孫子市
民フィルハーモニー管弦楽団様、我孫子市緑化推進協力会様、我孫子稲門
会様、我孫子南まちづくり協議会様、ヴィヴァ・マンドリーノ様、ASA無
声映画上映会様、NPO住みたいまちづくりの会様、NPO法人OHANA会
様、NPO法人パソコン楽しみ隊様、NPO法人ふれあい塾あびこ様、きも
の教育協会様、女声合唱団ラ・メール様、鈴木音楽教室様、大正琴和み会
様、太洋産業貿易㈱様、誕生日ありがとうの会様、男声合唱団アンサンブ
ル・レオーネ様、中央学院高等学校様、津軽三味線孝人会様、香江木蘭太
極様、布佐人形保存会様、船戸の森の会様、法政大学体育会空手部様
※ふるさと納税は除きます。

善意（寄付）をありがとうございます

農産物共進会で優秀賞など12品目を選出
　11月16日、第38回我孫子市農業まつりで、農家自慢の農作物の出
来栄えを競う「農産物共進会」が行われました。秋冬野菜、果物、玄
米、花

か

卉
き

、加工品など77点が出品され、9品の優秀賞、3品の特別賞が
選出されました。

　農業まつり実行委員会事務局（農政課内）☎7185－1481
農産物共進会　受賞者一覧（敬称略）

優秀賞 品目 受賞者
千葉県知事賞 玄米 古川　鉄夫
我孫子市長賞 キャベツ 飯田美津子
東葛飾農業事務所所長賞 トマト 松下　亮一
我孫子市農業委員会長賞 はくさい 中野　茂俊
ちば東葛農業協同組合代表理事組合長賞 ブロッコリー 増田　京子
我孫子市植物防疫協会長賞 きく 阿曽　義弘
あびベジ賞 パプリカ 鈴木　京子
あびこ型「地産地消」推進協議会長賞 野菜巻き寿司 相馬　英里
我孫子市認定農業者協議会長賞 きゅうり 鈴木　　浩

特別賞 品目 受賞者
我孫子市農業まつり市民賞（市民投票） カリフラワー 日暮　正昭

我孫子市農業まつり実行委員会奨励賞 トマト 荒井　礼子
いんげん 三須理恵子

http://www.abiko-fureaikoubou.com

	10面
	情報ひろば（続き）
	募集（続き）
	 ボランティア・市民活動コーディネーター（続き）
	我孫子市石けん利用推進協議会委員（公募委員）

	お知らせ
	広報あびこ1月16日号「文芸だより」の締切日
	【楽】認知症の方の家族のつどい「あびこ」
	遺言・相続の無料法律相談会
	給与支払報告書（総括表）を発送

	まち協情報
	新木地区まちづくり協議会
	実践に活きる避難所運営訓練
	しめ縄飾り講習会
	ケーキでエンジョイ

	ふさの風まちづくり協議会
	風のワークショップ　「ガラスのアクセサリーを作ろう」
	風のワークショップ「ステンドグラス」

	我孫子北まちづくり協議会
	映画会 名画鑑賞で広がる地域の輪

	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
	お正月の生け花

	湖北台地区まちづくり協議会
	第21回湖北台クリスマスコンサート

	布佐南地区まちづくり協議会
	しめ飾り講習会



	市内交通（人身）事故発生件数我孫子警察署管内　10 月末日現在
	よみがえれ手賀沼
	善意（寄付）をありがとうございます
	農産物共進会で優秀賞など12品目を選出
	【楽】12月のふれあい工房




