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人生100年時代の

心の健康つくりセミナー第6弾
◎食の安全を科学する～物忘れ・スト
レス対策
日令和2年1月13日㈷13時30分～15
時30分　講師吉村悦郎さん（東京大学
名誉・放送大学教授）
◎感じ方・考え方のクセと心の健康
日令和2年1月17日㈮13時30分～15
時30分　講師川崎直樹さん（日本女子
大学人間社会学部准教授）
◎認知症の基礎知識～体の老いと心
の老い
日令和2年1月21日㈫10時～12時　
講師井出訓

さとし

さん（放送大学院教授）
〈共通〉所けやきプラザ7階研修室　定
先着各60人（要申込）　費無料　 ・

NPO法人ACOBA☎7181−9701
応募書類・面接基本セミナー

日令和2年1月17日㈮13時30分～16
時　所松戸市勤労会館　内履歴書・職
務経歴書・添え状の基本の書き方、
自己PR・志望動機作成のポイントな
ど　対・定就職希望で15歳～44歳ま
での方、先着20人（要申込）　費無料　

・ 松戸市役所商工振興課☎047−
711−6377

第21回 市民後見人養成講座
日①令和2年2月1日㈯・16日㈰②
2月29日㈯、3月14日㈯9時30分～
16時30分（全4回）　所①サンプラ
ザビル4階（柏市）②けやきプラザ7
階研修室　内成年後見制度の基礎、
関係制度・法律、市民後見活動の実
際など　対・定東葛6市に在住・在
勤の20歳以上の方、先着50人　費
6000円　 ・ 1月22日㈬までに、
電話・ファクス・Eメールで講座名・
住所・氏名・電話番号・メールアド
レスを明示。認定NPO法人東葛市
民 後 見 人 の 会 ☎ 7137 − 9393
kouza@t-shimin-kouken.org、
西沢☎090−3534−0223

募集  
第40回あびこ福祉まつり 参画団体

日令和2年5月10日㈰10時～15時　

イベント  
滝前不動 新春竹宵

◎竹灯籠ライトアップイベント
日12月28日㈯　所滝前不動 (岡発戸
1273)　内①音楽演奏・点灯式16時
～17時30分※荒天中止②干支入り竹
灯籠プレゼント券配布17時30分～18
時※荒天時29日㈰(竹灯籠の受け渡し
は令和2年1月13日㈷10時～12時)※
ライトアップ期間12月28日㈯～令和
2年1月12日㈰16時30分～22時
◎新春干支入り竹灯籠作成
日12月21日㈯・22日㈰10時～14
時　所久寺家近隣センター集合　定各
日先着20組（要申込）　費500円

〈共通〉 ・ 米澤☎090−6503−
2084

中央学院大学吹奏楽団
第25回 記念定期演奏会

日12月28日㈯15時開演　所けやきプ
ラザホール　曲目さくらのうた、アラ
ジン・メドレーほか　費無料　 中央
学院大学学生課☎7183−6518

W.A.モーツァルト作曲
歌劇「ドン・ジョバンニ」全二幕

日令和2年1月13日㈷13時～　所けや
きプラザホール　出演金子亮平さん、
藪内俊弥さん、吉田真澄さん、鈴木彩
花さん、中村文美さんほか　費2999
円（18歳以下1000円＜当日券のみ
＞、小学生以下無料、未就学児入場不
可）　入場券販売所ブックマルシェ　

オペラを上演する会・金子☎7111
−0957
千葉県男女共同参画フェスティバル

日令和2年1月19日㈰13時～16時30
分　所千葉市生涯学習センター　内講
演会「笑う門には福来る！」講師…柳
家三之助さん、ワークショップ　定
先着300人（要申込）　費無料　 ・

電話・ファクス・Eメールで住所・氏
名・性別・電話番号を明示※託児は
電話でお問い合わせください。千葉
県男女共同参画センター（月曜休館、
月曜が祝日の場合は火曜）☎043−
420−8411 043−420−8581
kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp
男声合唱団シャウティングフォックス

第15回 定期演奏会
日令和2年1月19日㈰14時開演　所け
やきプラザホール　内男声合唱とピ
アノのための組曲「ある真夜中に」、
響けフォックスの歌声ほか。出演…大
久保光哉さん（指揮）、栁澤光彦さん

（ピアノ）　費800円　入場券販売所軽
喫茶ぽぽら　 塚本☎090−7234−
7163

第31回 市内親善卓球大会
日令和2年2月24日㈪9時受付　所市
民体育館　内3ダブルス男女混成1チ
ーム（5～6人）団体戦※チーム編成は
当日くじで決定　対市内在住・在学・
在勤の方、連盟会員　費1000円（高
校生以下200円、連盟会員500円）　
持ゼッケン　 ・ 令和2年1月31日
㈮必着で、はがきに大会名、団体・個
人名、住所、氏名、電話番号を明記。
〒270−1165並木6の3の2奥英里子
☎7183−9098

講演・講座・教室  
創業プラン作成スクール

日令和2年1月11日㈯・18日㈯・25
日㈯、2月1日㈯　所千葉商工会議所

（千葉市）　内専門家による講義や先輩
社長の講演、無料個別相談会、創業計
画作りなど※市の特定創業支援等事業
に該当　対これから起業・創業する方、
創業して間もない方　定30人　費無
料　 ・ 千葉県信用保証協会☎043
−311−5001 http://www.chiba-

所アビスタ、手賀沼公園　内福祉まつ
りの企画・運営　対市内で活動してい
る福祉・医療・介護・障害分野の団体
で、会議参加（5回程度）、負担金納入、
運営の一部を担え、趣旨に賛同でき
る団体　 ・ 令和2年1月8日㈬まで
に我孫子市社会福祉協議会☎7184−
1539

介護相談員
任期令和2年4月1日～令和4年3月31
日まで（更新あり）　勤務日月4回施設
訪問、月1回報告会　内介護施設で利
用者からの相談、事業者との意見交換
など　対・定市内在住で介護相談に熱
意があり、東京で行われる養成研修（前
期4日・後期1日）に参加できる、普通
自動車運転免許を有する方、若干名　
報償月1万4000円　選考書類・面接　

・ 令和2年1月20日㈪必着で、「介
護相談員応募」・住所・氏

ふ り が な

名・年齢・
電話番号・レポート「私が思う介護保
険施設の在り方について」（800字程
度）を郵送・持参。〒270−1192市
役所高齢者支援課（住所省略可）・内線
426
ふれあいサロン ボランティアスタッフ

地域の高齢者の方の外出の機会を増や
し、交流を深めていただくために、茶
話会を市内6カ所の近隣センターなど
で月1回開催しています。このボラン
ティアスタッフを募集します（年会費
1200円）。参加利用者(参加費・菓子
代100円)も随時募集中。詳しくはお
問い合わせください　 福田☎7182
−2772

お知らせ  
定例教育委員会

日12月25日㈬14時予定（議案内容に
より変更あり）　所水道局4階会議室
内12月19日㈭以降にお問い合わせく
ださい。傍聴される方は、開催予定時
間前に傍聴券に必要事項を記入し、指
示に従って入室してください　 教育
委員会総務課☎7185−1110

第13回 労働・生活・健康
なんでも相談会in松戸会場

日12月26日㈭10時～14時　所松戸

講演・催し たのしもう

▼市民公開講座　12月22日㈰14時～
15時。ケアプラザ寿。見て・触れて・
聞く介護のキホン「現役専門職員があ
なたの疑問に答えます」。20人（事前
申込可）。 ・ 医療法人社団創造会
☎7189−1250
▼ミニコンサート チェロと合唱の集
い　12月28日㈯13時30分～。アビ
スタ1階。出演…野村秀美、崎野敏明。

「鳥の歌」「ハレルヤ」ほか。無料。

宇田川（プレーリーコラール・ドゥー）
☎090−2472−7873
▼「蘇生Ⅱ」愛と微生物　1月4日㈯
14時30分～16時（14時開場）。け
やきプラザホール。映画上映。大人
1800円、小人1200円。要申込。 ・

ハタケヤマ☎090−2679−4474
▼我孫子市歩こう会 山手七福神巡り　
1月5日㈰我孫子駅千代田線8時18分
乗車、白金高輪駅下車。小雨決行。
10kmウオーク。300円。昼食持参。

鈴木☎090−1404−7463
▼歴史サークルあびこ講演会「イス

ラーム文明…近代文明の源流」　1月
11日㈯14時～16時（13時30分開場）。
市民プラザホール。講師…塩尻和子さ
ん（筑波大学名誉教授）。先着100人。
無料。 浅井☎7185−1849
▼白山中合唱部コンサート　1月13日
㈷13時開演。アビスタホール。アニ
メ映画音楽、木下牧子さんのアカペラ
ほか。2部は寸劇を交えて。無料。
白山中学校・松岡☎7184−1893
▼新年謡曲と仕舞の会　1月18日㈯
10時～16時。我孫子根戸近セ。宝生
流の謡曲と仕舞を演じます。無料。
手賀宝生会・津田☎7183−6180
▼大人の英会話・韓国語入門講座　
2月7日㈮～毎週㈮韓国語18時～、英
語19時30分～各60分。市民プラザ。
基礎会話を学ぶ。全8回5000円。

国際文化交流協会☎090−6489−
2803（平日10時～18時）

会員・仲間募集 やってみよう

▼楽譜が読めないシニア男性のための
オヤジのピアノクラブ会員　毎月第
1・3㈬9時30分～11時30分。アビス
タ学習室ほか。未経験の方を中心に楽
しくのんびりと。月4000円。 若崎
☎080−5012−4618
▼ハーモニカサークル ド・レ・ミ　
毎週㈮12時30分～14時30分。アビ
スタ学習室。講師の指導あり。明るく、
楽しく、健康に。叙情歌から歌謡曲ま
で。入1000円。月1500円。 園部
☎090−6132−3731
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