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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〉　このコーナー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、掲載希望号の1カ月前の前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

レポート　報酬1回3500円　 ・
1月24日㈮必着で、レポート「我孫
子市の子育ち・子育てに関する意見」

（1200字程度）、住所、氏名、年齢、
電話番号、志望動機、お子さんがいる
場合は人数・年齢を明記し、郵送・持
参・ちば電子申請サービス。〒270−
1192市役所子ども支援課（住所省略
可）・内線497

こども発達センター
◎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）※勤務日数は応相談　内乳幼児
の療育、発達評価、保護者相談など　
対・定臨床心理士、臨床発達心理士ま
たは公認心理師の資格を有し、乳幼児
の相談・療育に1年以上携わっている
方、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）
内保健・看護業務（身体測定・利用者
の看護など）　対・定看護師免許を有
する方、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）
内発達支援が必要な児童やその家族へ
の相談支援、児童通所支援を利用する
ための計画作成など　対・定相談支援
専門員または社会福祉士の資格を有し
普通自動車運転免許をお持ちの方、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、家族への支援　対・
定児童指導員の資格または保育士・教
員免許を有し子どもの療育に意欲のあ
る方、若干名　賃金時給1180円

〈共通〉任期3月31日まで（勤務開始日
は応相談）　選考書類・面接　賃金通
勤手当・社会保険あり　勤務場所・
・ 履歴書・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持参・郵
送。〒270−1112新木1637こども
発達センター☎7188−0472

お知らせ  
千葉県動物愛護センター動物愛護事業

◎犬のしつけ方教室
①基礎講座　日1月7日㈫、2月13日
㈭13時30分〜15時30分　費無料※
飼い犬の同伴不可　②実技講座　日1
月22日㈬9時30分〜11時30分、2月
29日㈯13時30分〜15時30分　定先
着10組※基礎講座の受講必須、飼い
犬同伴　費3300円　
◎一般譲渡会
日1月9日㈭、2月6日㈭13時30分〜
15時　費無料
◎飼い主さがしの会
日1月15日㈬、2月19日㈬13時30分
〜15時　費無料

〈共通〉所・ ・ 千葉県動物愛護セ
ンター東葛飾支所☎7191−0050

イベント  
第48回 懐メロの集い

日1月11日㈯10時30分開演　所湖北
地区公民館　内昭和49年までの懐か
しい流行歌を歌う。踊り・クイズ・朗
読あり。被災地（千葉県）へ義援金を
送ります　費無料　 阿部☎090−
8081−7827

初代NHKうたのおねえさんと
懐かしい日本の歌を一緒に歌いましょう
日1月13日㈷14時30分開演　所アビ
イホール　出演眞理ヨシコさん（歌）、
佐藤百恵さん（フルート）ほか　費無
料　 青木☎7182−1351

2020 新春お楽しみ会
「落語会」「郷土芸能里神楽」

日1月19日㈰13時開演　所湖北地区
公民館　内落語会（真打ち・昔

せ き

昔
せ き

亭
て い

桃
之介さん）、郷土芸能「古戸里神楽」
ほか　定先着230人　費無料（粗品あ
り）　 湖北地区社会福祉協議会☎
7187−2551

第28回 福祉フェスティバル
日2月8日㈯12時〜16時　所けやきプ
ラザホール　内我孫子第四小学校（合
唱）、白山中学校（吹奏楽）、特別出
演・葵ひろ子さん（歌）ほか。福祉施
設製品プレゼント　費300円　 我
孫子南地区社会福祉協議会☎7185−
5117

講演・講座・教室  
認知症サポーターのスキルアップ講座

日1月18日㈯9時30分〜12時30分　
所市民プラザホール　内声掛けのポイ
ント、グループワーク、模擬訓練など。
講師…柳澤美恵子さん、五十嵐裕子さ
ん（我孫子北地区高齢者なんでも相談
室）　対・定「認知症サポーター養成
講座」受講修了者、先着30人　費無
料　持オレンジリング

・ 1月10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
高齢者のためのなないろいきいき教室
「今すぐ始める 物と心の整理術」

日1月15日㈬14時〜15時30分　所我
孫子南近隣センターホール　講師石見
良教さん（あんしんネット）　対・定市
内在住の方、先着70人　費無料　
・ 我孫子北地区高齢者なんでも相談
室☎7179−7360

普通救命講習Ⅰ
日1月31日㈮、2月1日㈯9時〜12時　
所消防本部大会議室　内成人の心肺蘇
生法とAEDの使い方など※救命技能

適正者には修了証を交付　対・定市
内在住・在学・在勤の小学5年生以上
の方、先着30人　費無料　 ・ 1
月16日㈭〜消防本部警防課☎7181−
7701

湖北地区公民館（コホミン）講座
◎「恵方巻」を親子で巻こう！
日2月2日㈰13時〜15時　講師川合美
津子さん（元学校栄養士）　対・定小学
生と保護者、8組　費1200円（2本）　
持エプロン、三角巾、布巾など　 1
月16日㈭まで
◎使いこなそう、スマホ！～シニアのた
めのスマホ活用教室～
日2月6日㈭・13日㈭14時〜16時　定
各20人　費無料　 1月31日㈮まで

〈共通〉所・ ・ 湖北地区公民館☎
7188−4433※ホームページからも
申込可※応募者多数の場合は抽選

市民活動ステーション
利用者懇談会 スマホミニ講座付き

日1月18日㈯13時30分〜15時45分
定先着10人　費無料　所・ 市民活
動ステーション☎7165−4370

家事ギャップ解消シンポジウム
日2月2日㈰14時〜16時30分　所千
葉市生涯学習センター　内講演「夫婦
を最高のチームにする！〜新時代の家
事シェア戦略〜」、パネルディスカッ
ション。講師…三木智有さん　定70
人※応募者多数の場合は抽選　費無
料　 ・ 1月22日㈬までに千葉県
男女共同参画課☎043−223−2372

市史研・歴史講演会
日1月26日㈰14時〜16時（受付13時
〜）　所アビスタホール　内「幕末・
明治維新期の下総国−下総知県事か
ら葛飾県の成立へ−」講師…飯島章さ
ん（前取手市埋蔵文化財センターセン
ター長）。講演後、講師を含めた懇親
会あり（別途会費）　定先着130人　
費500円（高校生以下・市史研会員無
料）　 岡本☎7149−6404

失語症家族教室
日1月28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・定市内在住で失語
症のある方の家族、先着10人　費無
料　所・ ・ 障害者福祉センター
☎7185−1124

募集  
子ども・子育て会議の委員

任期4月1日〜令和5年3月31日（会議
は年4回程度※未就学児の託児あり）
内子どもや子育てに関する計画「子ど
も総合計画」の実施状況の点検・評価
など　対・定市内在住の方、2人（他
の審議会委員などの兼任不可）　選考

シルバー人材センター 入会説明会
日1月14日㈫14時〜16時　所天王台
北近隣センター会議室大　対・定市内
在住の60歳以上で働く意欲のある方、
先着15人　費1200円（年会費）　
・ シルバー人材センター☎7188−
2200

まち協情報  
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1月18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　所・ ・ 1月5
日㈰〜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
 湖北台ニューイヤーフェスティバル

日1月12日㈰10時30分〜15時　内和
太鼓、餅つき体験、日本舞踊、箏演
奏、講談、餅販売　定150人　費無料
所・ 湖北台近隣センター☎7187−
1122

新木地区まちづくり協議会
 新木ふれあいあわんとり

日1月12日㈰10時45分〜14時　所新
木小学校校庭・体育館　内持参した正
月飾りなどを燃やす「どんと焼き」※
吹奏楽演奏・豚汁・お餅・甘酒あり　

新木近隣センター☎7188−2010
根戸地区まちづくり協議会　

◎第29回 餅つき大会・書初め展
日1月13日㈷　内10時〜12時…餅つ
き大会、10時〜15時…小学生書初め
展、13時〜15時…子どもゲーム　所・

根戸近隣センター☎7183−5363
我孫子北まちづくり協議会

◎シニア男子のチャレンジクッキング
日2月13日㈭10時〜13時　内リヨ
ン風豚肉のソテー、野菜即席漬け、
コーヒーゼリーほか　定先着12人　
費800円　所・ ・ 1月13日㈷10
時〜我孫子北近隣センター並木本館☎
7157−4517

こもれびまちづくり協議会
◎こもれび囲碁大会
日2月23日㈷10時40分〜15時30
分　内段級位に応じてグループに分
け、グループ内で3対局　費1000円

（学生500円）※昼食付き　所・ ・
2月9日㈰までに、はがきに郵便番号・
住所・氏名・電話番号・段級位を明記。
〒270−1144東我孫子1の41の33近
隣センターこもれび☎7165−2011

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　11 月末日現在

11 月の発生件数 24 件
今年の発生件数（1 月〜） 250 件
前年同期比 − 14 件

11 月の死者数 1 人
今年の死者数（1 月〜） 2 人
前年同期比  0 人

11 月の負傷者数 30 人
今年の負傷者数（1 月〜） 297 人
前年同期比 − 22 人

mailto:kita@abikoshakyo.
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