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主 な 内 容

令和2年（2020年）　No.1494

2 1 教育委員に村松弘康氏を任命 . . . . . . . . . . . . . . .2面
市内タクシー運賃改正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2面
市民文化講座生を募集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3面
めるへん文庫受賞作品が決定 . . . . . . . . . . . . . . .3面
予防接種の受け忘れはありませんか . . . . . . . .4面
イベント情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5面
フリーWi-Fiスポットを整備 . . . . . . . . . . . . . . .6面

【令和2年度 有料自転車駐車場の使用申請受付は2月11日㈷までです】
現在使用中の方も申請が必要です。詳しくは広報あびこ1月16日号をご覧ください。　  　（公社）我孫子市シルバー人材センター☎7193－8091

新成人５０人
に

聞きました ！
市制
施行５

０周年記
念企画「みん

な大好きＡＢＩＫＯ」

聞きました ！

新成人から頂いたコメントを抜粋して掲載しています。市ホームページでは全てのコメントを掲載しています。



税の申告準備はお早めに
　令和元年分の確定申告の受付期間は、2月17日㈪～3月16日㈪です。確定申告書や
手引きは2月3日㈪から課税課（一部様式のみ）、各行政サービスセンター（申告書Ａ・
医療費控除の明細書）で配布します（枚数に限りがあります）。詳しくは、広報あびこ
1月16日号3面または市ホームページをご覧ください。

　確定申告…柏税務署☎7146－2321、市・県民税の申告…課税課・内線401

市
民
相
談

弁護士
法律相談

6日㈭、13日㈭、18日㈫、20日㈭、25日㈫
9時30分～15時30分　市民相談室（本庁舎2階）
秘書広報課☎7185－1714（予約は3日㈪8時30分～）

行政相談 26日㈬ 10時～12時　市民相談室（本庁舎2階）
秘書広報課☎7185－1714

行政書士
相談

19日㈬ 13時～16時　市民相談室（本庁舎2階）　
〈相続・遺言・成年後見など〉行政書士会☎080－7434－5135

司法書士
法律相談

21日㈮ 10時～15時　市民相談室（本庁舎2階）
千葉司法書士会柏支部☎080－5901－3236（平日13時～
16時。予約は3日㈪～17日㈪まで）

年金・労働
相談

12日㈬ 13時～17時　市民相談室（本庁舎2階）　千葉社会
保険労務士会東葛支部☎047－345－9992（9時～15時）

税務相談 21日㈮ 10時～15時　収税課相談室（本庁舎1階）
収税課☎7185－1349（予約は17日㈪ 8時30分～）

不動産相談 14日㈮　市民相談室（本庁舎2階）　建築住宅課・内線601
（先着8組。予約は12日㈬まで）

住宅相談 14日㈮　B会議室　建築住宅課・内線601
（先着4組。予約は7日㈮まで）

消費生活相談 月～金曜日、第2・4土曜日（祝日を除く）
10時～17時30分　消費生活センター☎7185－0999

人権相談 電話 月～金曜日 8時30分～17時15分　
みんなの人権110番☎0570－003－110

生活相談 月～金曜日（祝日を除く） 8時30分～17時
社会福祉課（西別館2階）・内線394

健康相談 月～金曜日（祝日を除く） 8時30分～17時　
保健センター　健康づくり支援課☎7185－1126

心の相談 17日㈪ 13時30分～　相談室（西別館2階）　
障害福祉支援課・内線421（予約は14日㈮まで）

交通事故
巡回相談

10日㈪ 10時～15時　市民安全課（本庁舎地階）・内線485
（先着4組。予約は6日㈭まで）

子ども総合相談 月～金曜日（祝日を除く） 8時30分～17時　
子ども相談課（西別館1階）☎7185－1821

ひとり親相談 月～金曜日（祝日を除く） 8時30分～17時　〈離婚・養育費・
面会交流など〉　子ども支援課（西別館2階）・内線849

DV・婦人相談 月～金曜日（祝日を除く） 8時30分～17時　
社会福祉課（西別館2階）・内線393

結婚相談
（ 優先）

木曜日 10時～17時
第1・3土曜日、第2・4日曜日 10時～19時（17時以降は開
設日3日前までに要予約）
我孫子市結婚相談所 あび♡こい♡ハート☎7184－8100

若者就労
支援相談

17日㈪ 9時30分～12時30分　市民プラザ
〈おおむね40歳まで〉　企業立地推進課☎7185－2214

地域職業相談 月～金曜日（祝日を除く） 9時30分～17時　
地域職業相談室（サンビーンズビル6階）☎7165－2786

県
民
相
談

介護と
こころの相談

火～日曜日 10時～16時
福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ1階）☎7165－2886

すまいの相談 金曜日 10時～16時（随時） 、水・木曜日10時～12時（要予約）
福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ6階）☎7165－2886

福祉用具相談 火～日曜日 10時～16時
福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ1階）☎7165－2886

児童相談 来所 月～金曜日 9時～17時　柏児童相談所☎7131－7175
電話 月～金曜日 9時～17時　柏児童相談所☎7134－4152

2月 市民相談・県民相談 ※ は予約制です。

教育委員に村松弘康氏を任命
　豊島秀範教育委員の退任に伴い、令和元年12月26日付けで村松弘康氏を教育委員
に任命しました。　 　教育委員会総務課☎7185－1110
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〈ピクトグラム〉シンプルなマークで記事の情報を伝えます
…パブリックコメント 　 …お知らせ 　 …お出かけ 　 …講演・講座・教室 　 …募集 　 …健康・検診 　 …予防接種

No.1494　令和2（2020）年2月1日号

農業拠点施設 指定管理者選考委員募集
任期　4月1日～令和5年3月31日※年2～4回程度開催（平日）
対象・定員　市内在住で20歳以上72歳以下の方、1人※他の審議会委員など兼任不可
報酬　日額7000円（半日3500円）

・ 　2月28日㈮必着で、住所・氏名・生年月日・性別・職業・電話番号を明記し、
レポート「農産物直売所あびこんや米舞亭の利用促進策について」（400～800字程度）
を郵送・持参。〒270－1146高野山新田193水の館内農政課☎7185－1481

我孫子市スポーツ推進委員募集
任期　4月1日～令和4年3月31日（更新あり）
対象・定員　市内在住でスポーツに関する深い関心と理解があり、指導や助言に熱意と
必要な能力を有する20歳以上の方、10人※別途連絡協議会の年会費3000円あり
報酬　日額7000円（半日3500円）

・ 　2月28日㈮必着で応募用紙（教育委員会で配布。市ホームページからダウン
ロード可）を郵送・持参。〒270－1166我孫子1684教育委員会文化・スポーツ課☎
7185－1604

宝くじの助成金で祭礼備品を整備

　（一財）自治総合セン
ターの平成31年度
宝くじの助成金で、
布佐三丁目自治会は
祭礼の備品などを整備しました。今後
も、地域住民相互のふれあいを促進す
るとともに、地域の歴史・文化の継承
に寄与していきます。

　市民活動支援課・内線490
▲竹内神社例大祭

スポーツ振興くじの助成金で
イベントを開催

2月1日㈯から 市内タクシー運賃改正

　（独）日本スポーツ振興センター（JSC）のスポ
ーツ振興くじの助成金で、スポーツ指導者養成
講習会、手賀沼チームラン・キッズランうなき
ちカップ、新春マラソン大会を実施しました。
今後も、スポーツの振興に寄与していきます。

　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1604

タクシー会社
会社名 住所 電話番号

アームタクシー㈱ 新木野1の11の16 ☎7157－3177
今井タクシー㈲ 下ケ戸1825の6 ☎7182－1341
京成タクシー東葛㈱ 我孫子3の1の15 ☎047－394－5519
豊島交通㈱ 東我孫子1の1の2 ☎7183－5001 
ニュー東豊㈱ 柴崎120 ☎7183－3322
㈲ニューアリビラ 湖北台9の6の1 ☎7183－3322
※会社名は五十音順、掲載希望があった事業者のみ掲載
※利用方法や詳しい料金は、利用するタクシー会社にお問い合わせください。

　交通課・内線330

2月1日からの運賃
距離制運賃 時間距離併用制 迎車料金初乗運賃 加算運賃

1.27ｋｍ　500円 263ｍ　100円 1分35秒　100円 一律300円
※事業者によって、時間帯・利用方法により予約料金が発生する場合あり
※午後10時～午前5時まで深夜・早朝割増あり

　近距離では気軽に利用できる運賃体系になりました。買い物やお出掛けの際に、身近
な公共交通としてタクシーを活用することができます。

初乗り740円から500円に

1月31日まで 2㎞ 740円

1.27㎞ 500円

1.533㎞ 600円

1.796㎞ 700円

2.059ｋｍ 800円

2月1日
から

近距離では
お得に！

※時間距離併用制により図の距離手前でも運賃が加算される場合あり

◎高齢者移送サービス利用券（要介護3以上の認定者対象）
　通院などを目的とする際の初乗り運賃を助成しています。利用券の発行枚数に変
更はありません。　 　高齢者支援課・内線412
◎障害者福祉タクシー利用券
　2月1日から交付枚数が月1枚ずつ増えます。今年の2月・3月に使用できる2枚を、
対象の方に障害福祉支援課窓口で交付します。　 　障害福祉支援課・内線389



No.1494   令和2（2020）年2月1日号3 お 知 ら せ

〈ご利用ください〉▶防災行政無線放送テレホンサービス（放送内容の確認）☎0120－031－676　放送後約1時間経過または次の放送がされた場合は、情報が
入れ替わります。 ▶災害専用電話（台風や大雨で災害が発生したとき）☎7185－1743

令和2年度 市民文化講座生を募集
期間　4月〜令和3年3月

　全国の小・中・高校生から夢いっぱいの作品159編の応募がありまし
た。審査の結果、下表のとおり受賞作品が決定しました（氏名は敬称略）。

第18回我孫子市めるへん文庫
受賞作品が決定！

表彰式　2月23日㈷午前10時～　場所　市民プラザホール
審査員　長縄えい子さん（絵本作家・画家）、横山
悦子さん（児童文学作家）
◎めるへん文庫原画展
期間　2月22日㈯～25日㈫午前10時～午後5時
場所　市民プラザギャラリー　

　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1601

席次 作品名（小学生の部） 氏名 学年 市町村
1席 リモコン 増田陽菜乃 6 我孫子市
3席 淋しさと桜の花びら 藤村　　桃 6 我孫子市
3席 私の力強い言葉－みんなのおきて－ 森川　百華 6 我孫子市
3席 オニ 常山　拓幹 3 我孫子市
席次 作品名（中学生の部） 氏名 学年 市町村
1席 黄昏の音料理 高橋　季成 3 我孫子市
2席 緊急出動～アニマルドクターヘリ～ 赤津沙耶花 2 我孫子市
3席 友達終了まで一週間 董    時 瑩 2 我孫子市
3席 僕と蝶 高岡日向子 2 我孫子市
3席 分身（連作その一） 栗原　　優 2 柏市
3席 赤いベベの女の子 中野アメリ 2 我孫子市
3席 リリーの薬屋さん 斉藤　葉月 1 我孫子市
3席 自分から 深井　菜央 2 我孫子市
3席 夏休みの神様 小林　来未 2 我孫子市
3席 ぬいぐるみの世界へようこそ 綿引　　楓 3 我孫子市
3席 福竜 須之内ゆり 3 我孫子市
3席 あの夢の中で 今川　真花 3 我孫子市
席次 作品名（高校生の部） 氏名 学年 市町村
1席 脇役なんて。 大宮　純音 2 千葉市
2席 千年桜 和田　優姫 1 我孫子市
3席 春を奏でる 村本　小春 2 我孫子市

賞 作品名 氏名 学年 市町村
古登正子賞 春を奏でる 村本　小春 高2 我孫子市

対象　市内在住・在勤で連続して受講できる18歳以上の方（子連れ
不可）
時間　①午前9時30分～11時30分②午後0時30分～2時30分③午
後6時30分～8時30分  
受講料　月額2000円※講座によりテキスト代・材料代などあり
申込方法　3月10日㈫必着で往復はがきに郵便番号・住所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話番号・
講座名・受講場所・受講日・講師名を明記。〒270－1138下ケ戸285我孫子市民
文化講座連合会会長 染谷卓※応募者多数の場合は抽選

　各講師へ　※複数申込可。応募者が5人未満の講座は開講しない場合あり。場
所は都合により変更する場合あり。
場
所 講座名 団体 受講日 開講

時間 内容 定員
（人） 講師名 電話

番号

ア
ビ
ス
タ

フラ
ダンス

我孫子市ALOHA
協会

第1・
3㈬ ① フラダンスの初歩 20 荻 原　静江

090－
3401－
0434

クラシッ
クバレエ

我孫子市芸術舞踊
協会

第2・
4㈬ ①

ストレッチなどで動
きやすい体を作りな
がらバレエの基礎

15 大森真由美 7183－
1638

アルゼ
ンチン
タンゴ

我孫子アルゼンチ
ンタンゴ協会

第1・
3㈪ ③

基本の歩き方から簡
単振付のある「ラ･ク
ンパルシータ」まで

20 奥谷けい子
090－
9335－
9567

日本
舞踊 我孫子日本舞踊協会 第1・

3㈫ ② 日本舞踊を基礎から
楽しく稽古 15 藤間恵太朗 7183－

9319

ポタリ―
アート 我孫子市手工芸連盟 第2・

4㈫ ②
白の素焼きの陶器に
ブルーとカラーで絵
付。皿、カップなど

10 神 蔵 よし子 7187－
3292

書道
かな 我孫子市書道連盟 第1・

3㈭ ① かなの初歩（漢字も
少々） 20 犬 塚　玉章 7188－

5517

水彩画 我孫子市美術家協会 第2・
4㈫ ① 水彩画の初歩 20 石井　良 道 7184－

8159

囲碁 我孫子市囲碁連盟 第1・
3㈭ ① 初めての囲碁 25 山 口　　 宏 7185－

4176

湖
北
地
区
公
民
館（
コ
ホ
ミ
ン
）

裏千家 
茶道　 我孫子市茶道連盟 第1・

3㈯ ① 茶道の初歩 15 村上　宗 展 7182－
6037

池坊い
けばな 我孫子華道連盟 第1・

3㈭ ①
四季折々花と語り合
うひとときを楽しむ
(初歩から、男･女不問)

15 下村百合枝 7184－
3389

七宝焼 我孫子市手工芸連盟 第1・
3㈫ ① 七宝焼の基礎 15 荻 野　紀子 7188－

0968
きもの
着付け 我孫子きもの教育協会 第1・

3㈭ ① 普段着から礼装まで､
自分で着る着付方法 20 田 中 やす子 7182－

4860

短歌 我孫子市短歌連盟 第1・
3㈪ ① 短歌の初歩。作り方

から鑑賞の仕方まで 20 池 田　 弓子 7184－
8899

俳句 我孫子市俳句連盟 第1・
3㈮ ② 俳句の初歩。句会を

中心に楽しく 15 小俣たか 子 7182－
9234

書道　
漢字 我孫子市書道連盟 第1・

3㈬ ① 漢字の初歩 20 竹 内　水 香 7139－
3456

水墨画 我孫子市美術家協会 第2・
4㈬ ② 水墨画の初歩。花や

木を描く 15 小宮山利子 7106－
1379

謡曲
観世流 我孫子市謡曲連合会 第1・

3㈫ ① 初心者･初期経験者
に観世流謡曲指導 10 原 澤　正 宏

090－
7735－
6224

詩吟 我孫子市吟詠連盟 第1・
3㈬ ① 詩吟の初歩 10 清 田　国 峰 7100－

2766

　地域の大人と子どもの交流や学習などを支援するため、小学校の空き
教室を開放しています。
期間　4月1日～令和3年3月31日※年末年始は除く　　
学校名・使用時間
我孫子第一小（1教室）
湖北台西小（1教室）
湖北台東小（2教室）

9時～13時、13時～17時、17時～21時

高野山小（1教室）
布佐小（1教室）

月～土曜日18時～21時
日曜日9時～13時、13時～17時、18時～21時

費用　4時間ごとに100円※4時間未満も含む
条件　駐車場使用不可、禁煙、政治・宗教・営利活動禁止など

・ 　2月4日㈫～19日㈬までに申請書（アビスタ2階生涯学習課で配
布）を持参。教育委員会生涯学習課☎7182－0511
※地域交流教室は公民館や近隣センターなどの公共施設と使用内容が異
なります。詳しくはお問い合わせください。

地域交流教室 年間使用の申込開始

長寿大学 47期生募集
　

　楽しく学んで仲間をつくり、あなたの力を地域にいかしませんか！
日時　4月～4年間※原則月2回木曜日午前9時50分～午後2時30分
場所　湖北地区公民館（コホミン）ほか
内容　健康・福祉、歴史・文化、校外研修、地域活動、大学祭など（年23回程度）
対象・定員　市内在住の昭和30年4月1日以前に生まれた方で、4年間継続して自力
で学習活動に参加でき、県の生涯大学校に在籍していない方（予定を含む）、54人
※応募者多数の場合は抽選
費用　年額6000円（別途実習費あり）

・ 　4月1日㈬必着で、はがき・ファクス・ちば電子申請サービスに「長寿大学
希望」・住所・氏名・性別・生年月日・電話番号を明記。〒270－1147若松26の
4我孫子地区公民館☎7182－0511 7165－6088、長寿大学事務局☎7170－
2511（火・木・金曜日）

山遊亭金太郎（我孫子市ふるさと大使）をしのぶ一門会
　令和元年9月17日に逝去された山遊亭金太郎師匠
をしのび、落語会を行います。どなたでも参加でき
ます。お気軽にお越しください。
日時　3月14日㈯午前11時～午後3時
場所　鈴木屋（寿1の10の21）
出演　桂南なん、桂小南、山遊亭くま八、桂小すみ

（敬称略）ほか
定員　先着80人　
費用　3000円（弁当・お茶付き）

・ 　落語わいわい亭・深山☎090－3102－8070
▲故山遊亭金太郎師匠
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●休日・夜間に病気になったら：○消防署（☎7184－0119）に電話をしてください。休日・夜間救急病院、小児救急病院をご案内します。案内された病院に行く
場合は、症状やけがの状態を病院に直接電話してから受診してください。※JAとりで総合医療センターにおける23時から翌朝8時30分までの小児救急は基本的に
重症患者に限定されます。※緊急の場合は迷わず「☎119」へ電話をしてください。※休日や深夜などの診察料は、割高になります。休日は日曜日、祝日、年末年始

　

3 つの狭心症 № 418

　狭心症は心臓に栄養を送る血管である冠動脈が狭くなり、心筋が酸素不足
を起こすことで胸が痛くなる病気です。さらに冠動脈が閉

へ い

塞
そ く

し血流が完全に
遮断されると、心筋が壊

え

死
し

してしまうため、これを心筋梗塞症と呼び区別し
ています。冠動脈が狭くなる原因ですが、現在3つあると考えられています。
ほとんどの場合、喫煙や生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症）が原因で、
動脈硬化により狭

きょう

窄
さ く

が起きる「労作性狭心症」ですが、一時的に痙
け い

攣
れ ん

を起こす
ことで冠動脈が狭くなる「冠

か ん

攣
れ ん

縮
しゅく

性
せ い

狭心症」もあります。また、冠動脈が分岐
していき、より細くなった血管が狭くなる「微小血管狭心症」もあります。そ
して厄介なことに、この微小血管狭心症は、冠動脈を描出する心臓カテーテ
ル検査や造影CT検査、冠攣縮誘発試験では異常を検知できないため、診断が
とても困難となります。しかし、性別・年代・基礎疾患の有無・胸痛の起こ
り方・薬の効き方などが、3つの狭心症の鑑別に参考となるため、原因不明
の胸痛でお悩みの方は相談して頂ければと思います。                                                

いとう内科循環器科　伊藤　高史
　健康づくり支援課　☎ 7185－1126

健康
メモ

項目 日程 対象・内容など
しあわせ
ママパパ学級

8・15・
22日㈯

妊娠20週以降の妊婦
とその夫、ご家族の方

育児相談
（乳幼児の育児）

5・26日㈬ 子育て支援センター ｢に
こにこ広場｣、先着10人

14日㈮ 保健センター

4カ月児相談 4日㈫・
12日㈬ 令和元年9月生まれ

1歳6カ月児健康診査 20日㈭ 平成30年7月10日～
8月4日生まれ

2歳8カ月児歯科健診 27日㈭ 平成29年6月生まれ

3歳児健康診査 6・13日㈭ 平成28年6月24日～
8月8日生まれ

5歳児健康診査 27日㈭ 平成27年2月生まれ
離乳食教室（4～6
カ月児向け） 28日㈮ 乳児の保護者

先着30人
後期離乳食教室（8
～9カ月児向け） 19日㈬ 令和元年5月生まれ

先着20人
食事・栄養相談 随時 全年齢対象・電話相談可

◎乳幼児の各種健診・相談・教室
　健康づくり支援課（保健センター）☎7185－1126

は予約制です。

開催日 場所
21日㈮ 天王台西公園 ＊雨天中止

◎ 遊具うんどう教室
時間　午前10時～11時

　高齢者支援課☎7185－1112

◎心の健康に関する教室　
場所　保健センター3階中会議室

　障害福祉支援課・内線421
教室名 日時

アルコール教室 7日㈮
14時30分～16時

心の健康クラブ 10日㈪14時～16時

◎デイケアクラブ　
時間　午後1時～2時45分

　障害福祉支援課・内線381
開催日 場所
21日㈮ 障害者福祉センター

　 2月 各種健診と健康教室

　大麻は世界で最も乱用されている薬物です。インターネットなどで、「大麻は
害がない」「タバコより安全である」といった誤った情報が流れていますが、幻覚
作用、記憶障害、学習能力の低下、知覚の変化などを引き起こす違法な薬物です。
　大麻事犯の検挙人員は平成30年、3700人を超え、2年連続で過去最高を更
新しました。そのうち半数以上が10代・20代の若年層で、大麻の乱用者の裾野
が青少年を中心に拡大し、深刻な問題となっています。
　薬物乱用は自分一人の問題ではなく、家族や社会全体に大きな迷惑をかけて
しまいます。一人ひとりが薬物の危険性を正しく理解し、地域が一体となって
若者が薬物に手を出さない社会環境をつくることが大切です。
相談機関・ 　千葉県薬務課☎043－223－2620、千葉県精神保健福祉セン
ター☎043－263－3892、千葉県警察少年センターヤング・テレホン☎0120
－783－497

2月は千葉県薬物乱用防止広報強化月間

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬（先発医薬品）の特許が切れた後に
製造販売される、新薬と同じ有効成分・効能を持つ医薬品で、国が認可したも
のだけが販売されています。ジェネリック医薬品は開発コストを抑えられるこ
とから、価格が新薬の6割程度です。そのため、使用する方の薬代の軽減と日
本全体の医療保険財政の改善につながり、医療保険制度を次の世
代に引き継いでいくことにも貢献します。
　我孫子市国民健康保険では、被保険者の方に、被保険者証と一
緒に「ジェネリック医薬品希望シール」を配布しています。ジェ
ネリック医薬品を希望する場合は、シールを貼った被保険者証を
提示して医師・薬剤師にご相談ください。

　国保年金課・内線646

2月はジェネリック医薬品推進月間

日時　2月29日㈯午後2時～4時（1時30分開場）
場所　我孫子南近隣センターホール

◎1部　基調講演「現代の不登校とその対応」～まずは私たちオトナが変わ
ろう～
時間　午後2時10分～
講師　遠藤美香さん（教育研究所所長）
◎2部　トークセッション「子どもを取り巻く地域のサポートシステムのあ
り方を模索しよう！」
時間　午後3時20分～
コーディネーター　青井眞吾さん（ふさ子ども学習室）

定員　先着100人（申込不要）　費用　無料
　社会福祉課・内線393

生きづらさを抱える子どもたち
〜地域の大人ができること〜

講演＆トークセッション

日時　3月2日㈪午後1時30分～3時30分（受付1時～）
場所　アビスタホール
講師　棗

なつめ

寿
と し

喜
は る

さん（順天堂大学COIプロジェクト室 特任助
教）※その他健康づくりに関するミニ講座あり
定員　市内在住の方、先着80人（要申込）※託児あり　
費用　無料

・ 　健康づくり支援課☎7185－1126

ロコモティブシンドロームと骨粗しょう症

学んで防ごう！骨粗しょう症予防セミナー

▲ジェネリック
医薬品普及啓
発ホームページ

　母子健康手帳の『予防接種の記録』を確認し、対象年齢で未接種のものがあ
れば早めに接種しましょう。接種の際は必ず保護者が同伴し、母子健康手帳と
予診票を持参してください。
　予診票がお手元にない方はご連絡ください。
◎麻しん風しん混合（MR）
対象　1期…1歳　2期…年長児クラス相当（平成25年4月2日～平成26年4月1
日生まれ）※2期の無料接種期間は3月31日㈫まで
接種回数　各1回
◎ジフテリア破傷風混合（DT）2期
対象　11歳以上13歳未満（小学6年生の時に個別に通知）
接種回数　1回

　健康づくり支援課☎7185－1126

予防接種の受け忘れはありませんか？

対象　県内在住で13歳以上（令和2年4月1日時点）の身体障害者手帳・療育手
帳・精神障害者保健福祉手帳所持者※障害ごとに参加可能な競技種目が異なり
ます。

・ 　2月6日㈭までに障害者福祉センター☎7185－1124 7188－0242

千葉県障害者スポーツ大会出場者募集

日にち 競技種目 障害別※ 場所
5月23日㈯ アーチェリー 身・内 船橋アーチェリーレンジ

5月31日㈰ 陸上 身・知・内 ゼットエーオリプリスタジアム
水泳 身・知 千葉県国際総合水泳場

6月6日㈯ サウンドテーブル
テニス 身（視） 千葉県障害者スポーツ・レクリエー

ションセンター

6月7日㈰ 卓球 身・知・精 千葉公園スポーツ施設体育館
ボウリング 知 VEGAアサヒボウリングセンター

※障害別：身…身体障害者、知…知的障害者、内…内部障害者、精…精神障害者、（視）…視覚障害者
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すこやかちゃん

●こども急病電話相談：☎♯8000または☎043－242－9939（毎日19時～翌朝6時。看護師による電話相談）●救急安心電話相談：☎#7009または☎03－6735
－8305（平日・土曜日18時～23時、日曜日・祝日・年末年始9時～23時。看護師による電話相談）●休日に病気・歯痛になったら：○診療科目…歯科（午前）、内科、
小児科○受付時間…9時～11時30分、13時～16時30分 休日診療所（湖北台1の12の17）☎7187－7020（診療時間内）※休日…日曜日・祝日・年末年始

　

　 　

堀
ほ り

合
あ い

　美
み

羽
う

ちゃん
（新々田・1歳2カ月）
みぃみが笑えばみんな
が笑顔になるよ。3人
仲良く健やかに育って
ね。大好きだよ。

岩
い わ

渕
ぶ ち

　壮
そ う

真
ま

ちゃん
（我孫子・1歳2カ月）
箱が大好きな壮真。家中
の箱に入って遊びます。
最近のブームはパパのジ
ェットコースター遊び！

日時　2月15日㈯午後1時30分～2時15分
（1時15分開場）
場所　鳥の博物館2階多目的ホール
内容　鳥は鮮やかな生物といわれていま
す。実際、赤や青色といった鮮やかな羽
毛は装飾品にも使われています。一方で
褐色など地味な色の鳥たちもいて、鳥の
色や模様はとても多様です。今回はこの
中から、構造色という発色の仕組みに着
目して鳥の色を紹介します。
講師　森本元さん（（公財）山階鳥類研究所自然誌研究室・保全研究室研究員）
定員　先着50人（申込不要）　費用　無料（要入館料）
入館料　300円（高校・大学生200円、中学生以下・70歳以上無料）

日時　2月16日㈰午前9時～正午※雨天中止
場所　手賀の丘少年自然の家に集合
内容　手賀の丘の森や手賀沼湖畔を歩いて冬
鳥を観察します。
定員　先着50人※小学生以下は保護者同伴
費用　100円（保険料）
持ち物　筆記用具、防寒の服装、双眼鏡（貸
し出しあり）。

・ 　手賀の丘少年自然の家☎7191－1923

テーマトーク
鳥の色彩と構造色

あびこ自然観察隊
観察しよう！手賀沼の冬鳥

　鳥の博物館☎7185－2212

ミュージアム・インフォメーション

▲カワセミの美しい青色の色彩は、
構造色によるものです

▲手賀沼周辺の水田や林に冬鳥
として渡来するツグミ

日時　2月16日㈰①午前10時～②10時40分
～③11時20分～④正午～
内容　手賀沼のうなきちさん、あびかちゃん
と一緒に写真撮影。手賀沼のうなきちさん缶
バッジをプレゼント。
※衣装貸し出し・簡単なメークあり
※自分のカメラで撮影
対象・定員　3歳～12歳のお子さん、各先着7組（要申込）
費用　無料
場所・ ・ 　アビシルベ☎7100－0014

お内
だ い

裏
り

様やお雛
ひ な

様になって写真を撮ろう！

日時　2月16日㈰午後1時30分～3時30分
場所　アビスタホール
内容　チラシなどの廃棄物を再利用して「スー
と飛ぶ飛行機」「ふわふわ飛行機」「曲技飛行機」
などを製作して、みんなで飛ばします。
定員　30人(要申込)※小学生以下は保護者同伴
費用　50円(保険料)
持ち物　はさみ、内履き(子どものみ)

・ 　2月14日㈮午後3時までに手賀沼課☎7185－1484

紙飛行機工作と飛行大会

〈対象〉 市内在住の乳幼児と保護者

●保育園・幼稚園などの地域子育て支援
保育園で一緒に遊びや行事に参加したり、子育ての悩みや不安を相談できます。
時間　10:00～11:00　各園に要登録（無料、随時受付）

柏鳳 聖華みどり 寿 湖北台 つくし野 根戸
１日㈯ 3日㈪ ２０日㈭

親子体操教室 節分集会 つくってあそぼう
保育園などで園庭を開放しています。一緒にいろいろな経験をしましょう。　　
期間　3月まで　※雨天中止　申込不要（無料）

　保育課保育担当☎7185－1111・内線459　（平日8:30～17:00）

ママ・パパと赤ちゃんの遊びの広場です。
対象　1カ月～2歳前後　日時　15日㈯・26日㈬10:00～11:30
場所・ 　布佐宝保育園☎7189－2744

広場でパパを楽しもう! 〈対象〉 乳幼児とパパ

◎体操、ふれあい遊びなどを楽しみます
にこにこ広場

〈にこにこパパタイム〉
日時 1日㈯11:00～11:20 定員　なし（申込不要） ☎7185－8882
内容 パパと子のお楽しみタイム！！             　　　　　 アビイクオーレ2階

にこにこ広場
〈パパとあそぼう〉

日時 15日㈯10:30～11:30 定員　なし（要申込） ・ ☎7185－8882
内容 雪遊びごっこをしよう！　　 　　　　　 アビイクオーレ2階

すくすく広場
〈すくすくパパタイム〉

日時 8日・22日㈯11:00～11:20 定員　なし（申込不要） ☎7185－1936
内容 パパと子のお楽しみタイム!! 　　　　　　　 天王台1の24の4　５階

わくわく広場
〈わくわくパパタイム〉

日時 21日㈮11:00～11:20　 定員　なし（申込不要） ☎7185－2196
内容 パパも一緒に外あそび（雨天中止）　　　　　 湖北台保育園隣

子育て情報は、メール配信をしています。詳しくは保育課子育て情報担当☎7185－1915へ。

定員　なし（申込不要） ☎7185－8882
enjoyパパ 応援プロジェクト

〈対象〉市内在住の乳幼児と保護者

●保育園・幼稚園などの地域子育て支援

〈対象〉市内在住の乳幼児と保護者
子育て応援情報

2月
あびこで
子育て

マイ保育園
ひろば

ぐるんぱク
ラブ

園庭開放

　トップアスリートを招き、ボールを使ったさまざまな「あそび」を紹介！
◎ボールであそぼう！　時間　午前9時～正午
内容　親子で参加！ボールを使ったさまざまな遊び
対象・定員　市内在住・在学の小学1～3年生と保護者、先着40組
◎キッズチャレンジ　時間　午後1時～4時30分
内容　バレーボール・フットサル・ソフトボール・ラグビーを体験
対象・定員　市内在住・在学の小学4～6年生、先着120人

〈共通〉　場所　市民体育館、野球場　費用　無料
持ち物　運動できる服装、運動靴（室外・室内用）、飲み物

　2月21日㈮までにちば電子申請サービス（QRコード参照）
　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1604

SOMPOボールゲームフェスタin我孫子3月1日㈰開催

　さまざまな体験ブース、情報コーナーなど、
子育て世代が交流できる催しや保護者が学べる
イベントが盛りだくさん！
日時　3月15日㈰午前10時～午後3時30分
場所　あびこショッピングプラザ・市民プラザ
事前予約イベント　参加費無料！　　　　　　　
◎子育てファミリー撮影会　我孫子をイメージしたマットを背景に家族で撮影
会を行います。
◎ハイハイレース・カタカタレース　赤ちゃんのハイハイ・押し車を使ったカ
タカタレースを開催します。参加賞もあり！

・ 　事務局・小田☎080－9344－4378 abiko-sp@podinc.jp
※詳しくはあびこショッピングプラザホームページをご覧ください。

ハッピー子育てフェスティバル2020 inあびこ

ロンドン五輪バドミントンダブルス銀メダリスト藤井瑞希さんと一緒に体験！

mailto:abiko-sp@podinc.jp
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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

mailto: ko1nakamura+mu@gmail.com
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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

〈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

天王台北地区まち協・天王台地区社協
第8回 シニアいきいき講座

日2月23日㈷13時30分～15時40分
所天王台北近隣センター　内講座「介
護サービスのいろいろ」、ミュージッ
クフープ健康体操、ヘルスリズムス。
講師…山口江美さん　定50人（要申
込）　費無料　 ・ 天王台地区社会
福祉協議会☎7183－9009

いっこく堂（腹話術師）も出演
こどもをタバコから守ろう

日2月24日㈪14時～16時　所スター
ツおおたかの森ホール　内受動喫煙
防止に向けた講演など。講師…内田
大学さん（ほたるのセントラル内科院
長）　費無料　 我孫子医師会事務局
☎7188－5525
天王台介護予防教室 バランスウオーキング
日2月27日㈭10時～12時　所近隣
センターこもれび　講師駒崎優さん

（NPO法人ウオーキング研究所）　定
30人（要申込）　費無料　 ・ 天王
台地区高齢者なんでも相談室☎7182
－4100

第27回 卓球講習会
日3月21日㈯中学生の部9時30分～
12時30分、小学生・一般の部13時
30分～16時30分　所市民体育館　内
卓球の技術・戦術など。未経験者・初
心者を対象としたメニューあり　費
1000円（高校生500円、中学生以下
200円）　持卓球用具（お持ちの方）、
室内用運動靴、運動できる服装　 ・

2月28日㈮必着で、氏名・対象区分・
経験の有無・電話番号を明記しはがき・
Eメール。〒270－1158船戸1の6の
10古田岳志☎7128－8607 furuta_
tt@yahoo.co.jp

里山農教室 家庭菜園入門講座
日3月～12月原則土曜日（月3回）8時
30分～12時　所根戸新田　内有機無
農薬による各種野菜・水稲・そば栽
培、里山保全活動の実習など。収穫は
原則全員で分配。講師…遠藤織太郎さ
ん（元筑波大学大学院教授）ほか　対・

イベント
第83回 にっぽんの心を歌う会

歌と踊り新春大会
日2月9日㈰10時30分開演　所けやき
プラザホール　内歌謡曲を歌い踊る。
歌と踊りで「音頭」を三曲。出演…会
員および有志。被災地（千葉県）への
募金あり　 阿部☎090－8081－
7827

我孫子吹奏楽団 第31回定期演奏会
日2月16日㈰14時開演　所けやきプ
ラザホール　内「マンハッタン交響曲」

（ランサン）、「パリのアメリカ人」（ガー
シュイン）、映画音楽ほか。出演…近
藤裕明さん（指揮）　費700円（中学・
高校生400円、小学生以下無料）
・ 中村☎080－3472－8420

我孫子ギターサークル20周年記念コンサート
日2月29日㈯14時開演　所けやきプ
ラザホール　曲目「ペルシャの市場に
て」「アルハンブラの思い出」ほか　費
無料　 秋元☎7184－4518

講演・講座・教室 
体の不調の何割かは配偶者が原因？

夫源病・妻源病の治し方
日2月16日㈰14時～16時　所ホテル
ザ・マンハッタン（千葉市）　講師石
蔵文信さん（医師）　定200人（託児・
手話通訳あり）※応募者多数の場合は
抽選　費無料　 ・ 2月5日㈬まで
に千葉県男女共同参画課DV対策班☎
043－223－2376

地域共生社会づくりを考える
事例をもとに我孫子の福祉を知る

日2月6日㈭13時30分～16時　所市
民プラザ　定先着100人　費無料　

吉田☎7181－0556
いきいき講座 認知症に

ならないために なったらどうする
日2月8日㈯14時～16時　所根戸近隣
センター　講師杉原浩さん（北柏リハ
ビリ総合病院院長）、溝井由子さん（認
知症認定看護師）　定先着80人　費無
料　 ・ 根本☎7182－0232

中国の家庭料理「水餃子」
日2月20日㈭10時～　所アビスタ調
理室　内皮から作る水餃子、白菜の炒
めもの、卵とトマトの炒めもの、も
やしのあえ物。講師…張華さん　定
18人※応募者多数の場合は抽選　費
1000円　持エプロン、三角巾、布巾
2枚、筆記用具　 ・ 2月15日㈯ま
でにファクス・Eメール。我孫子市国
際交流協会（AIRA）☎7183－1231
7183－2005 info@e-aira.jp

春休みジュニアスキー教室
日3月19日㈭市役所20時～22日㈰
所山形県蔵王温泉スキー場　対・定小
学3年生以上の方、先着40人　費4万
6000円（高校・大学生4万1000円、
中学生3万6000円、小学生3万1000
円）※別途リフト券・昼食・レンタル
代　 ・ 2月15日㈯必着で、はがき
に住所・氏名・性別・学年・生年月日・
電話番号を明記。〒270－1175青山
台4の16の12西澤範子☎090－2657
－3109
外国人材の受け入れに関する制度説明

日2月17日㈪13時30分～15時　所
松戸商工会議所　定先着50人　費無
料　 ・ 申込書（ホームページか
らダウンロード可）をファクス。ハ
ローワーク松戸☎047－367－8609

（46#） 047－367－8649

定有機無農薬での野菜作りに興味があ
り里山保全に関心のある方、先着30
人　費9000円（年会費など含む）　◎
事前説明会　日3月14日㈯9時～11
時　所根戸城址（根戸1349）　 ・
2月29日㈯までにNPO法人手賀沼ト
ラスト・富澤☎090－2234－5610
takashifumiko@kvd.biglobe.ne.jp

普通救命講習Ⅰ
日3月7日㈯9時30分～12時30分　所
布佐南近隣センター　内成人に対する
心肺蘇生法とAEDの使い方など※救
命技能適正と認められた方には修了証
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（要
申込）　費無料　 ・ 2月17日㈪～
消防本部警防課☎7181－7701

募集 
違反広告物除去ボランティア

期間4月1日～令和4年3月31日　内法
令に違反して道路上に掲出された立て
看板・はり紙・はり札などの除去。登
録後講習会開催　対◎サポーター…
市内在住・在学・在勤で20歳以上の
方◎サポート団体…活動の中心が市
内で、市内在住・在学・在勤の20歳
以上の方2人以上で構成される団体　

・ 2月21日㈮必着で必要書類（都
市計画課〈市役所東別館1階〉・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）を郵送・
持参・Eメール。〒270－1192市役
所都市計画課景観推進室（住所省略
可）・内線574 keikan@city.abiko.
chiba.jp

令和2年度 千葉県生涯大学校学生
募集期間2月10日㈪～28日㈮　対仲
間づくり・生きがいづくり・社会参加
に興味がある60歳以上の方　願書配
布場所高齢者支援課、各行政サービス
センター、県ホームページ※郵送希
望者は140円切手を貼った返信用封筒

（角2）を同封　 ・ 〒260－0801
千葉市中央区仁戸名町666の2千葉

講演・催し たのしもう

▼講演と朗読 革新懇新春のつどい
2月8日㈯13時45分開場、14時開演。
市民プラザホール。講演「真実を報道
し、平和・人権を守るマスメディアに」。
講師…永田浩三さん。無料。 中村☎
090－3964－3111
▼講演会「どうなる道徳 どうする道
徳」　2月8日㈯14時30分～16時30
分。千葉県弁護士会松戸会館。100人。
無料。 東葛総合法律事務所友の会・
村山☎047－367－1313
▼ペットロス相談会　2月10日㈪・14
日㈮・21日㈮・25日㈫・28日㈮13時

～15時。我孫子南近セ8階。愛犬愛猫
との死別。思い出を語る。10人（当日
参加可）。無料。 ・ 渡邉☎090－
6197－6397
▼iCloudとiTunes（iPadなどの写真文
書のクラウドや音楽のPC連携など）　
2月15日㈯10時～12時30分・20日㈭
14時～16時30分。市民プラザ会議室2。
1500円。テキストは会計後メール送付。

今泉☎090－4715－2905
▼尺八＆琵琶 音夢の会発表会　2月
15日㈯12時30分開演。けやきプラザ
ホール※例年と開催場所を変更。市内
在住の坂田梁山さん・美子さんの門下
生による発表会。無料。 久保田☎
090－1618－8951

▼第42回 歌声喫茶・カリンカ　2月
17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
▼俳句句会見学会　2月18日㈫13時
～16時。我孫子北近セ並木。初心者
大歓迎。結社を問わず、和気あいあい
とやっています。200円。 けやき句
会・青木☎070－1053－2455
▼美地とバクの我孫子歌おう会　2月
20日㈭、3月13日㈮13時30分～。け
やきプラザ。リクエストを取りピアノ
伴奏でみんなで歌います。1000円。

こさか☎090－7716－1417
▼志賀直哉「雪の日」を巡って　2月
22日㈯14時～16時。アビスタ第2学
習室。昔の地図でたどり、楽しく語り
ます。講師…村上智雅子さん。300円。

我孫子の文化を守る会・佐々木☎
7185－0675

▼県生涯大学校陶芸卒業記念作品展
2月28日㈮～3月2日㈪10時～17時

（最終日は16時まで）。流山市生涯学
習センターギャラリー（TX流山セント
ラルパーク駅から徒歩3分）。 大山☎
7182－3890
▼冷えとり勉強会　3月1日㈰14時～。
我孫子南近セホール。冷えとりの基本
と春の養生。好評で14回目。先着35人。
500円（要申込）。 かおり鍼灸院・酒
井☎090－3539－4126
▼健康セミナー　3月7日㈯13時30分
～。千葉大学柏の葉キャンパス。漢方
薬服用のコツ、女性を元気にする漢方
治療。先着130人（要申込）。200円。

・ 2月7日㈮～千葉大学柏の葉診
療所☎7137－8471
▼おもちゃドクター養成講座　4月18
日㈯・19日㈰。近セこもれび。毎週
㈬に開院中。事前見学可。先着8人。
3000円（教材費）。 福岡☎7188－

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

mailto: furuta_tt@yahoo.co.jp
mailto: furuta_tt@yahoo.co.jp
mailto:info@e-aira.jp
mailto:takashifumiko@kvd.biglobe.ne.jp
mailto:keikan@city.abiko.chiba.jp
mailto:keikan@city.abiko.chiba.jp


広報
月 日

メール配信サービス市の花…ツツジ

市の鳥…オオバン

市からのお知らせをメールで配信しています。パソコン・スマートフォンからは、市ホームページ内「メール配信サービス」をご覧ください。
携帯電話からは、右上のQRコードを読み込むか、我孫子市携帯サイトhttp://www.city.abiko.chiba.jp/mob/へアクセスしてください。

【千葉テレビ放送「シャキット！あびこナビ」】　毎月1回、市の多彩な魅力を発信中。今月は、市内在住のプロゴルファー大西葵さんを紹介します。ぜひご覧ください。
　放送日時　2月14日㈮午前7時ごろ～　 　あびこの魅力発信室・内線235

 この広報紙は再生紙と植物油インキを使用しています。

◆人口 132,183人 （－33人）
 うち外国人　2,062人 （＋42人）
　　男 64,895人 （－71人）
　　女 67,288人 （＋38人）
◆世帯 59,527世帯 （＋556世帯）
 1月1日現在（　）内は対前年同月比

令和2年（2020年）

No.14942 1

みなさん、こんにちは。今回は近隣センターふさの風
を出て国道356号を東に進み、都交差点から利根川に向
かいます。江戸時代、利根川には銚子からたくさんの舟
が行きかい、川は都市への物流を担う大切な交通機関で
あり、「網代場」とも呼ばれていました。網代とは定置網
の漁場や湖、川に柴や竹などを細かく立て並べ、魚を簀

す

の中に誘い込んで獲る仕掛けのこ
とです。それでは、布佐の網代場ではどのような漁が行われていたのでしょうか。

江戸時代前期の俳諧師、松
ま つ

尾
お

芭
ば

蕉
しょう

の書いた『鹿島紀行』では、芭蕉が布佐を訪れ「鮭の網代
　　　　　といふものをたくみて、武

ぶ

江
こ う

の市にひさぐもの有」と書かれていることから、定置網で鮭を獲り、
武・蔵国江・戸で売っていたことがわかります。また、幕末に布佐の対岸、布川で医師をしていた赤

あ か

松
ま つ

宗
そ う

旦
た ん

に
よって書かれた『利根川図誌』にも利根川で鮭漁をしていた記録が描かれており、漁業が営まれていた様子
がわかります。『利根川図誌』は赤松と同じ医師で親交があった松

ま つ

岡
お か

鼎
かなえ

とも縁が深く、布川に住み、後に民
俗学者となった若き頃の松岡（柳田）國男を魅了したことでも知られています。

鮭は大正時代に護岸工事が行われるまで獲れていました。いまも堤防に立って広い利根川を眺める
と、漁業が盛んだった様子を想像することができますね。
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布佐都付近

あびこ市民プラザ
◆第44回 我孫子市消費生活展
　このままでは危ない！私たちのくらし
日1日㈯・2日㈰10時30分～16時30分
問消費生活センター☎7185－1469
◆我孫子市文化財展
日15日㈯～18日㈫10時～17時
問文化・スポーツ課☎7185－1583
◆めるへん文庫原画展
日22日㈯～25日㈫10時～17時
問文化・スポーツ課☎7185－1601

けやきプラザ 休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
第1ギャラリー
◆我孫子南地区社会福祉協議会と市内の福祉施設12ケ所の紹介
日7日㈮12時～17時・8日㈯9時～17時
問我孫子南地区社会福祉協議会☎7185－5117
◆和紙ちぎり絵　柏教室展
日26日㈬～3月1日㈰10時～16時（初日13時～、最終日15時ま
で）
問斎藤☎7174－8183
第2ギャラリー
◆第1回 雄水会　水墨画展
日4日㈫～9日㈰10時～17時（初日13時～、最終日15時まで）
問鈴木☎7184－4146
第1・2ギャラリー
◆和紙絵展
日18日㈫～24日㈪10時～17時（初日13時～、最終日15時30分
まで）
問松尾☎090－2753－5830

アビシルベ 　☎7100－0014
開館時間:9時～18時
◆2020年7月4日 ～つなごう、我孫子の力を次の世代へ～　
日1日㈯10時～2日㈰17時
◆懐かしの映画ポスター展 第18弾 星になったスター達　
日4日㈫～13日㈭（最終日16時まで）
◆お内裏様やお雛

ひ な

様になって写真を撮ろう！（要申込）　
日16日㈰
◆アビストリーム「アビスト de Night☆」LIVE放送　
日21日㈮18時～19時
◆手賀沼ポスターコンクール入選作品展
日25日㈫12時～3月1日㈰

アビスタストリート（中央通路） 
開館時間：9時～21時　休館日：17日㈪
◆2020年7月4日 ～つなごう、我孫子の力を次の世代へ～
日～2日㈰（最終日16時まで）
問秘書広報課☎7185－1714
◆2021年成田線開業120周年記念プレイベント
　成田線の歴史と千葉の鉄道写真展
日4日㈫～16日㈰
問企画課☎7185－1426
◆ガールスカウトの活動パネル展
日19日㈬～3月2日㈪（初日13時～、最終日15時まで）
問井上☎080－5508－6627

図書館　1日㈯～29日㈯ 休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
湖北台分館ミニギャラリー
我孫子市めるへん文庫 第8集 表紙・挿絵　文化・スポーツ課
※19日㈬～29日㈯は、他集の挿絵に変更
布佐分館ミニギャラリー
木彫水彩展（猿田彦剣舞 手賀沼花火）　野崎信一

ギャラリー＆
県民講座2月

けやきプラザ県民講座・講習
◆60歳からの口

こ う

腔
く う

アンチエイジング
日5日㈬　所7階研修室
講師山本敏子さん（柏市地域包括支援センター長）　定60人
◆賢くいかそう東洋医学
日19日㈬　所7階研修室
講師長島寿恵さん（薬剤師・健康運動指導士）　定60人
◆認知症予防のためのスマホ入門講座
日27日㈭　所7階介護実習室
講師高橋さおりさん（NTTドコモ専任講師）　定10人

〈共通〉時間13時30分～15時30分

けやきプラザ県民講座・講習　 ・ 　電話で住所・氏名・電話
番号を明示。千葉県福祉ふれあいプラザ☎7165－2886　受講
料　無料（要申込・先着順）　休館日　月曜日（月曜日が休日の
場合は翌日火曜日）※専門職対象県民研修はホームページwww.
furepla.jpをご覧ください。

▲『利根川図誌』より

　中里薬師堂に祭られ、特に薬師如来は眼病に霊験あらたかな仏様として信仰
を集めています。
日時　2月11日㈷午前10時～午後3時　場所　中里薬師堂（中里238）

　松下☎090－2542－3400

　平成27年度から5年間かけて修復した市指定文
化財の中里薬師堂薬師三尊像と十二神将像全てを
展示します。
日時　2月15日㈯～18日㈫午前10時～午後5時

　今から100年ほど前に聞かれていたピアノ曲と歌、朗読などをコラボした演奏会です。
日時　2月16日㈰午後2時開演（1時30分開場）
場所　市民プラザホール　費用  無料※全席自由

　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1601

日時　2月15日㈯午前11時～11時30分、午後2時～2時30分
内容　教育委員会文化・スポーツ課の職員による展示物の紹介

〈共通〉　場所　市民プラザギャラリー　費用　無料（申込不要）
　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1583

中里薬師堂仏像の出開帳

白樺コンサート

ギャラリートーク

市指定文化財
中里薬師堂薬師三尊・十二神将像　御開帳

　今年の手賀沼花火大会は、開催予定日が東京2020オリンピック・パラリンピックの開催期間
と重なるため、開催の可否について関係機関と協議を行ってきました。その結果、警備員、警
察官などの人員不足から、十分な警備体制を確保することは困難であると判断し、中止とさせ
ていただきます。
　市民の皆様が毎年夏の風物詩として楽しみにしていた花火大会を中止することは、大変残念
ですが、ご理解くださいますようお願いいたします。
　今年は市制施行50周年として多くの記念事業を行います。また、7月4日は東京オリンピック
聖火リレーが市内を通り、市内の中学生も参加します。花火大会は中止となりますが、市民の
皆様の心に残る1年にしていきます。

市長　星野　順一郎

手賀沼花火大会を中止します

▲令和元年に修復した十二神将像（左から寅・戌・亥）

我孫子市文化財展

雑誌『白樺』110周年・我孫子市制50周年記念

〜7月1日は市制施行50周年です〜

と は

市制施行50周年記念の事業です

http://www.city.abiko.chiba.jp/mob/
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