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「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。
※近隣センターの駐車場は台数に限りがあります。イベント時には駐車できないこともあります。ご了承ください。

県生涯大学校事務局☎043－266－
4705

体験農園「むそう塾」
30年以上農薬・化学肥料を使用した
ことのない畑で、おいしい野菜を作っ
てみませんか。初心者歓迎、見学可　
期間3月1日～令和3年2月28日※期間
満了後も継続利用を希望する方は区
画の移動なく利用可　作業時間日の
出～日没まで　所北新田1552　施設
1区画30㎡（約10坪）※多目的ハウス・
堆肥場・井戸・トイレ・駐車場・農具の
使用可　費1区画月額1250円　 ・
玉根☎7182－9100、090－3476－
8417、 中村 ko1nakamura+mu@
gmail.com

お知らせ  
特定疾病療養者見舞金の請求書を送付

1月1日時点で、市の住民基本台帳に
記録があり、見舞金の受給資格の登録
をしている方※請求書が届いていない
方はお問い合わせください　 健康づ
くり支援課☎7185－1126

農林業センサス
2月1日を基準日とし、全国一斉に

「2020年農林業センサス」が実施され
ます。この調査は今後の農林業の政策
に役立てるため、5年ごとに実施され
る大切な調査です。調査員が対象農家
などを訪問しますので、ご協力をお願
いします　 文書管理課・内線229
認知症の方の家族のつどい「あびこ」

日2月12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

譲渡会＆フリーマーケット
日2月16日㈰、3月15日㈰11時～14
時※荒天中止　所アビスタ前広場（手
賀沼公園側入り口）　内衣類・日用品
の販売。売り上げは市内の野良猫を
増やさない活動に使用　 ねこ友会・

早川☎7188－0007
シニアのための仕事説明会

日2月25日㈫10時～11時30分　所湖
北台近隣センター　内セブン－イレブ
ンでの短時間勤務・配達・清掃などの
仕事内容説明・相談会　対・定60歳
以上の方、先着20人　 ・ 2月21
日㈮までに企業立地推進課☎7185－
2214

里親制度説明会
日2月22日㈯13時～15時　所流山市
生涯学習センター　費無料　 ・
オレンジの会☎0470－28－4288

まち協情報  
湖北台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
お楽しみ映画会
日2月13日㈭13時30分～15時50
分　内「細雪」出演…岸恵子、吉永小
百合ほか　定150人　費無料　所・
湖北台近隣センター☎7187－1122

こもれびまちづくり協議会
◎こもれびそば打ち教室
日3月1日㈰・15日㈰・29日㈰9時～
13時30分　対・定全日程に参加でき
る方、10人※応募者多数の場合は抽
選　費1人（全3回）①500ｇ打ちコー
ス5400円②700ｇ打ちコース6000
円※初心者は①　持エプロン、三角巾、
タオル、持ち帰り用容器　所・ ・
2月14日㈮必着で、往復はがきに教室
名・郵便番号・住所・氏

ふ り が な

名・電話番号・

■ 「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
■ 「裂き織り・バッグ作り相談日」 第2水曜日 10時〜15時
■ 「布ぞうり相談日」 第1金曜日 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）。

リサイクル教室名 開催日時 募集
人数 費用 持ち物・備考

バッグ作り教室
（裂き織りリュック）

14日㈮
9時30分～15時 5人 300円 裂き織り布、裏布、接着芯、ミシン

糸、裁縫道具、昼食

布クラブ教室
（ロング作務衣）

11日㈷・3月10日㈫
9時30分～15時 5人 1回

300円
ほどいていないウールの着物1着
分、ミシン糸、裁縫道具、昼食
※2カ月続けて参加できる方

布クラブ教室
（ひな人形）

12日㈬
9時30分～15時 5人 300円 裁縫道具、昼食

布ぞうり作り教室 19日㈬
9時30分～12時 5人 300円 なし

布クラブ教室（傘布から
エコバッグ【二重】）

19日㈬
9時30分～15時 5人 300円 ミシン糸、裁縫道具、昼食

布クラブ教室
（着物からチュニック）

20日㈭
9時30分～15時 5人 300円 ほどいた着物1着分、裁縫道具、昼

食

裂き織り教室 25日㈫
9時30分～11時30分 5人 300円 古布１㎡くらい、はさみ

裂き織り糸掛け教室 25日㈫
9時30分～11時30分 2人 300円 なし

お裁縫相談 9日㈰9時～12時 3人
無料※別
途、工房
使用料
200円

初歩の方、お裁縫の基礎（ミシンの
使い方、簡単な袋物作りなど）
※作りたい物の材料は持参

2月のふれあい工房

ふれあい工房運営協議会解散のお知らせ…ふれあい工房は3月31日㈫で閉館予定です（利用は3月
22日㈰まで）。これに伴い、ふれあい工房運営協議会は3月をもって解散することになりました。
3月15日㈰10時〜12時 解散バザーを開催～感謝を込めて激安販売～

3282

会員・仲間募集 やってみよう

▼根戸混声合唱団（4月発足予定）　隔
週㈰12時30分～15時（月2回）。根戸
近セ。唱歌・童謡中心。講師…濱田
千枝子さん、川原彩子さん（ピアノ）。
入1000円。月2000円（家族・学生
1000円）。 奥井☎7183－6737
▼ギターアンサンブル・リオ　毎月
第3㈰13時～17時※変更の場合あり。
我孫子南近セ会議室ほか。プロ講師の
指導のもと楽しくいろいろな分野の曲
を演奏。ギター経験者歓迎。月2500
円。 手嶋☎7103－8076
▼白山ジュニア卓球クラブ　毎週㈫・
㈮17時30分～19時15分、㈰15時30
分～19時。我孫子第四小学校体育館。
小・中学生10人程度。月2000円。
中村☎7182－2701

▼複音ハーモニカを始めてみませんか
毎月第2・4㈭。アビスタほか※変更
の場合あり。初心者歓迎。月2500円。

国定☎080－5686－2062
▼シニア野球クラブ「我孫子エンジョ
イス」　毎月1・2回㈯9時～12時。湖
北台中央公園野球場ほか。軟式野球
による健康増進。原則45歳以上。定
年退職者も大歓迎。入3000円。月
1000 円。 井 口 ☎ 080 － 3094 －
1403
▼楽しく学ぶ初心者のための詩吟教室
7月までの毎月第1・3㈯14時～16時

（全10回）。天王台自治会館。基本発
声から吟詠まで。先着10人。2000
円（10回分）。 北総吟諷会・井口☎
080－3094－1403
▼湖北山の会　年10回程度。貸切バ
スで我孫子発着。山と温泉を楽しむ中
高年の会。70歳くらいまで。年2000
円。 郡司☎090－2644－2855

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　12 月末日現在

12 月の発生件数 30 件
今年の発生件数（1 月～） 280 件
前年同期比 － 5 件

12 月の死者数 1 人
今年の死者数（1 月～） 3 人
前年同期比  ＋ 1 人

12 月の負傷者数 35 人
今年の負傷者数（1 月～） 332 人
前年同期比 － 15 人

コース名を明記。〒270－1144東我
孫子1の41の33近隣センターこもれ
び☎7165－2011

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2月15日㈯13時～15時30分　定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　
費無料　所・ 我孫子南近隣センター
☎7181－1011

新木地区まちづくり協議会
◎歌声喫茶in新木
日2月15日㈯13時30分～15時30分
講師鳥谷部由美子さん、沼田信子さん

費500円（お茶・お菓子付き）　所・
新木近隣センター☎7188－2010

布佐南地区まちづくり協議会
◎そば打ち講習会
日2月16日㈰9時30分～　定先着20
人　費1200円　所・ ・ 布佐南近
隣センター☎7189－3740

天王台北地区まちづくり協議会
スプリングコンサート

日3月1日㈰14時～15時30分　内
歌って健康！歌声コンサート。出演
…杉山公章さん　定120人　費500円

（チケット販売中）　所・ ・ 天王
台北近隣センター☎7182－9988

　ゲーム感覚で子どもからお年寄りまで楽しめるNewスポーツイベント！
◎我孫子第一小学校　時間　午前9時10分～正午
種目　バドミントン、風船バレー、卓球、卓球バレー、ふわどっち、スカイク
ロス、キックターゲット、ストラックアウト、ティーバッティング
◎我孫子第二小学校　時間　午前9時30分～正午
種目　風船バレー、卓球、卓球バレー、ストラックアウト、友遊ボール、サッ
カー、キックターゲット
◎湖北小学校　時間　午後1時～3時30分
種目　風船バレー、卓球、スポーツ吹矢、合気道、友遊ボール、ストラックア
ウト、グラウンドゴルフ

〈共通〉　持ち物　室内用運動靴　費用　無料
※雨天時は体育館のみ。お楽しみ抽選会あり。車での来場不可。

　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1604

地域スポーツフェスタ2月15日㈯開催

フリー Wi-Fiスポットを整備
　市内の観光情報やイベントなどをより気軽に調べられるように、天王台駅南
口・手賀沼公園に加え、新たに3カ所に無料で利用できる公衆無線LAN（フリー
Wi-Fiスポット）を整備しました。
利用回数　1日4回（1回30分）まで
場所　我孫子駅南口、けやきプラザ1階ロビー・11階フリースペース※周囲
70m程度　 　情報政策課・内線293
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