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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

〈市民伝言板の申込方法〉　広報あびこ1月1日号は掲載がありません。1月16日号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可）に必要事項を記入し、12月6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・問い合わせ先などです。　 　秘書広報課広報室	☎7185－1269	 7185－1520

AEDの使い方など（救命技能適正者に
は修了証を交付）　対市内在住・在学・
在勤の小学5年生以上　定30人（要申
込）　費無料　持昼食　 ・ 消防本
部警防課☎7181－7701（平日9時～
17時）

歴史人物講座「塙保己一」
日12月14日㈯12時45分～14時45分
所パレット柏　内7歳で失明し、苦労
の末「群書類従」を編さん。ヘレン・
ケラーも尊敬した盲目の偉人について
の講演　定30人　費1000円（大学生
以下無料）　 日本の心を育む会・東
葛・岩渕☎090－4847－0400
SKSカフェトーク　ORIGAMI倶楽部

日12月14日㈯13時30分～15時30
分　所けやきプラザ10階　内冬にち
なんだ簡単な折り紙　定10人（要申込）
費無料　 ・ 市民活動ステーショ
ン☎7165－4370
取手グリーンスポーツセンター
第3期（1月～3月）定期教室

内大人向けスポーツ教室（水泳・ヨガ・
弓道など）、子ども対象スポーツ教室
（水泳・体操・バレエ・サッカーなど）、
カルチャー教室（着付けなど）※詳し
くはホームページをご覧ください　
・ 12月19日㈭必着で往復はがき。
〒302－0032取手市野々井1299取
手グリーンスポーツセンター☎0297
－78－9090 http://www.toride-
green-spocen.com
楽湖北地区公民館（コホミン）講座

◎音楽療法でリフレッシュ！～元気に
ドレミ♪～
日令和2年1月13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　持動きやすい服装、
室内履き、飲み物　費500円　所・
・ 湖北地区公民館☎7188－4433

募集  
こども発達センター

イベント  
第26回

フロンテアニューイヤーコンサート
日令和2年1月11日㈯15時開演　所柏
市民文化会館　内交響曲第5番「運命」
（ベートーベン）ほか。出演…新日本
フィルハーモニー交響楽団　対未就学
児不可　定1300人※申込者多数の場
合は抽選　費無料　 ・ 12月11日
㈬消印有効で往復はがきに住所・氏名・
年齢・職業・電話番号（2人まで併記
可）・返信面の宛先を明記。〒277－
8539柏市新十余二5三協フロンテア
㈱コンサート事務局☎7133－6666
※ホームページからも申し込み可

混声合唱団「響」
クリスマスコンサート

日12月22日㈰14時開演　所市民プ
ラザ　内クリスマスソング中心の合
唱。ピアノ演奏もあり。指揮…脇田崚
多郎さん　費無料　 稲葉☎7185－
2053

市民プラザ　イベント
◎クリスマスジャズライブ
日12月23日㈪14時～16時　内ピア
ノトリオにボーカル、トランペット、
ギターを加えた6人によるジャズナン
バーとクリスマスソング　
◎新春初笑～今年も春から縁起がいい
やい～
日令和2年1月5日㈰13時～15時　出
演マギー隆司さん（手品）、春風亭昇
也さん（二ツ目）、古今亭志ん松さん（二
ツ目）　

〈共通〉定190人　費前売り1000円
（当日券がある場合1200円）　所・

・ 市民プラザ☎	7183－2111
1日おくれのクリスマスコンサート

～音楽の贈り物Vol.13～
日12月26日㈭18時開演　所けやきプ
ラザホール　内眠れる森の美女より
（チャイコフスキー）、威風堂 （々エル
ガー）、イタリアンポルカ（ラフマニ
ノフ）ほか　費1300円（前売り1000
円）　入場券販売所軽喫茶ぽぽら、ブッ
クマルシェほか　 ・ ムジークフ
ロイデ・髙須☎7184－2526

講演・講座・教室  
甲種防火管理新規講習

日①令和2年1月28日㈫・29日㈬②1
月30日㈭・31日㈮　所我孫子南近隣
センターホール　定各74人　費7500
円　 ・ ①12月4日㈬～6日㈮②
12月9日㈪～11日㈬必着で申請書（日
本防火・防災協会ホームページからダ
ウンロード可、消防本部および各消防
署・分署に用意）をファクス・持参。
千葉県消防設備協会（千葉市中央区道
場南1の9の15千葉県電工会館2階）
☎043－306－3871 043－223－
6610　 消防本部予防課☎7181－
7702

楽天王台介護予防教室
ラフターヨガ

日12月13日㈮10時～12時　所天王
台北近隣センター　講師藤本祐子さん
定30人（要申込）　費無料　 ・ 天
王台地区高齢者なんでも相談室☎718
2－4100

上級救命講習
日12月14日㈯9時～17時30分　所
消防本部大会議室　内心肺蘇生法と

◎心理相談員（嘱託職員）
勤務日時平日8時30分～17時（週2～
4日）　内乳幼児に対する個別・集団
療育、発達評価、保護者からの相談対
応など　対臨床心理士・臨床発達心理
士・公認心理師のいずれかを有し、乳
幼児の相談・療育経験が1年以上ある
方　定若干名　報酬時給2840円
◎看護師（嘱託職員）
勤務日時平日8時30分～17時（週4日）
内身体測定、健診補助、保健事務、利
用者への看護など　対看護師免許を有
している方　定1人　報酬時給1420円
◎相談支援専門員（嘱託職員）
勤務日時平日8時30分～17時（週4日）
内相談支援、通所支援の計画作成など
対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　
定1人　報酬時給1420円
◎児童発達支援員（臨時職員）
勤務日時平日8時30分～16時30分
（週5日）※勤務日数・時間は応相談　
内乳幼児の療育、家族の支援　対児童
指導員・保育士・教員免許などの有資
格者、子どもの療育に意欲のある方　
定若干名　賃金時給1180円

〈共通〉任期令和2年1月6日～3月31
日　選考書類、面接　賃金通勤手当、
社会保険あり　所・ ・ 12月10日
㈫までに履歴書（写真・志望動機必須）、
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支援に
ついて」（1600字以内）、資格証また
は合格証の写しを本人が持参・郵送（書
類は返却不可）。〒270－1112新木
1637こども発達センター☎7188－
0472
ボランティア・市民活動コーディネーター

勤務日時平日8時30分～17時（週2～
3日）　内NPO活動などの支援・育成、
ボランティアの仲介、講座などの企画・
運営など　対パソコンでの事務処理が
得意で、自動車運転のできる方　定1
人　選考書類、面接　賃金時給960円

講演・催し たのしもう

▼ペットロス相談会　12月6日㈮・12
日㈭・20日㈮・24日㈫13時30分～
15時。我孫子南近セ第2会議室。愛犬
愛猫との死別。思い出を語る。20人。
無料。 ・ 渡邊☎090－6197－
6397
▼放談くらぶ「成年後見制度について
考えよう」　12月7日㈯14時～16時。
アビスタ第2学習室。成年後見制度の
概要と活動の事例。講師…芦崎敬己さ
ん。35人。300円。 我孫子の文化
を守る会・佐々木☎7185－0675

▼あびショップ　12月9日㈪・10日
㈫10時～18時（最終日17時まで）。手
作り品、雑貨、アクセサリー、クッキー
など。 阿部☎090－8745－3298
▼名画鑑賞会「地上最大のショー」　
12月11日㈬12時30分～。アビスタ第
2学習室。1950年、米国、152分、カ
ラー字幕。巨大サーカス団の人間模様。
主演…チャールトン・ヘストン。40人。
200円。 内島☎080－5031－7306
▼ゴールデンシンガーズ「クリスマス
コンサート」　12月12日㈭11時開演。
印西市文化ホールロビー。バンド演奏
に合わせて一緒に歌おう。「白いブラン
コ」「みだれ髪」「きよしこの夜」ほか。

無料。 平本☎7187－5967
▼短歌の素顔と本領　12月12日㈭13
時～14時30分。アビスタ。親しみ
やすい短歌の紹介と実作への手引き。
100人。700円。 ふれあい塾あびこ
☎080－1364－0371
▼こころの歌を唄う「すみれの会」　
12月14日㈯13時30分～16時。近セ
こもれび。思い出の歌＆浅草の道化師
出演で年忘れ。ピアノ伴奏。参加自
由。1000円（ドリンク付き）。 及川
☎070－6661－0063
▼クリスマスゴスペルチャリティーコ
ンサート　12月14日㈯15時開演。め
ばえ幼稚園ホール。心に明かりを灯す
希望の音楽。無料。募金自由。 柏オー
ルソウルズゴスペルクワイア・奥富☎
080－5685－6041
▼世界国別何でも語る会 イラン編　
12月15日㈰13時～16時。けやきプ
ラザ10階会議室。2部スウェーデンカ
フェ…スウェーデンにおける日本語教

育について。300円。 上原☎070－
5541－7855
▼第40回歌声喫茶・カリンカ　12月
16日㈪14時～16時。我孫子北近セ並
木。アコーディオンの伴奏でみんなで
歌います。500円。 小平☎7189－
3996

会員・仲間募集 やってみよう

▼我孫子市歩こう会・一緒に歩きませ
んか　毎月第2㈰。小雨実施。10km
ウオーク。昼食持参。年2000円（夫婦
3000円）。体験会12月8日㈰9時13分
我孫子駅発、北小金駅下車（千代田線）。
300円。 鈴木☎090－1404－7463
▼キッズチアダンスチーム　毎週㈭
17時～19時。我孫子第一小学校。4
歳～小学生。25人。月3500円。
NPO法人FIRST	STEP・本間☎090－
2408－2325

市民
伝言板

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

http://www.toridegreen-spocen.com
http://www.toridegreen-spocen.com
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