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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。

支援課（住所省略可）・内線475
〈共通〉任期再任用の場合あり　選考
書類・面接

文化事業市民スタッフ
内コンサートや絵画展などの受付・会
場整理など　対市内在住・在学・在勤
で20歳以上の方　報償半日500円、1
日1000円　委嘱式・説明会4月下旬

・ 3月31日㈫必着で、申込書（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☎7185－1601

お知らせ 
雑草などの除去事業者登録

内空き地などの雑草の刈り取りを希望
する土地所有者などへ紹介　対市入札
参加資格者名簿に登録している事業
者　 ・ 3月16日㈪までに申請書

（消防本部で配布、市ホームページか
らダウンロード可）を持参。消防本部
予防課☎7181－7702
タクシードライバー合同就職説明会

日3月26日㈭13時～　所ハローワー
ク松戸3階　定50人（履歴書・申込不
要、子連れ可）　費無料　 千葉県タ
クシー協会東葛支部☎7131－5440

令和2年度たけのこの
出荷・販売手続き

我孫子市産たけのこは、指定の全条件
を満たし、市が発行する「たけのこ出
荷可能生産者証明書」の交付を受けた
場合、出荷・販売（無人販売・飲食店
での提供も含む）することができます。
詳しくはお問い合わせください　 農
政課☎7185－1481

まち協情報 
我孫子北まちづくり協議会

◎映画会 名画鑑賞で広がる地域の輪
日①3月13日㈮②19日㈭13時30分～
内「たそがれ清兵衛」2002年、129
分　定各日先着①120人②50人　費
無料　所・ 我孫子北近隣センター
①並木本館☎7157－4517②つくし
野館☎7157－4085

我孫子南まちづくり協議会
◎スマホ講座
日3月14日㈯13時～15時30分
内LINEの活用方法　定15人（要申込）

3.11鎮魂竹宵の集い2020
～つなげよう助け合いの輪～

竹宵イルミネーションの点灯
日時　3月15日㈰まで午後5時～11時
場所　あびこショッピングプラザガーデンコート
イベント
日にち　3月7日㈯ 
場所・内容　◎市民プラザホール（午前10時～午後
4時30分）…市内団体のチャリティー演奏ほか　
◎あびこショッピングプラザガーデンコート（午前
10時～午後3時30分）…自衛隊による災害時の炊き出しカレー（午前11時
～450食無料提供※緊急出動要請時は中止）、陸前高田支援物産展、気仙
沼メッセージ鯉のぼりと物産展、子ども遊びコーナー、スタンプラリー
展示
日時　3月7日㈯・8日㈰ 午前10時～午後4時
場所　市民プラザギャラリー
内容　パネル展「陸前高田 あの日から今。そして未来へ」、震災陶芸造形
作品の展示と募金「東北魂」（7日午前11時～）

　米澤☎090－6503－2084

㈪・㈫・㈭17時30分～19時15分、
㈯9時～12時。布佐南小学校。小学
生。初心者歓迎。年8000円。 石塚
☎090－3543－0053
▼モンステラフラクラブ　毎回㈫10
時30分～12時（月3回）。湖北台自治
会館ほか。フラで健活！足腰元気。服
装自由。月2000円。 中野☎7187
－1666
▼我孫子ギターサークル　毎週㈫午
後。市内近セ。かつてギターを手にし
たことのある方、もう一度一緒にアン
サンブルを楽しんでみませんか？月
2800円。 秋元☎7184－4518
▼グラウンド・ゴルフ　毎週㈬湖北台
中央公園、毎週㈭・㈮布佐下多目的
広場ほか。9時～。随時見学・体験受
付。入1000円。年4000円。 松澤
☎7188－9243
▼マンドリンアンサンブル「チャオ・マ
ンドリーノ」　毎週㈮午後。近セこもれ
びほか。主催演奏会は2年おきで今回
は4月26日㈰。初心者歓迎。月3000
円。 平山☎090－7835－9861
▼日常使用の書　毎月第1・3㈯午前。
湖北台市民センター。若干名。要申込。
入1000円。月2000円。 ・ 鈴木

☎7187－3998
▼マンドリンクラブ「ヴィヴァ・マン
ドリーノ」　毎週㈯13時～16時30分。
湖北地区公民館。マンドリン、ドラ、
セロ、ギター。HP参照。入1000円。
月3500円。 阿部☎7139－8630
▼歴史サークルあびこ　毎月第1・3
㈯13時30分～。市内近セほか。世界
や日本の歴史をテキストに基づき学
習。見学歓迎。年6000円。 佐野☎
7185－6575
▼ホップステップ英会話　毎週㈯15
時～。アビスタ学習室。身近なトピッ
クを英語で話す。NHK基礎英語3程度。
月4000円。 堀上☎070－1075－
2473
▼スマホを一緒に勉強しよう　3月28
日㈯10時～12時。我孫子南近セ第1
会議室。希望者で月2回程度勉強会を
継続予定。20人。500円。 スマホ会・
伊藤☎090－8644－1794
▼囲碁クラブ　毎日13時～17時。あ
びこ交遊館（湖北駅南口徒歩2分）。年
齢・性別不問。月2000円～。 岡田
☎090－8442－1000

■ 「布クラブ相談日」 第1火・水曜日10時～15時
■ 「布ぞうり作り相談日」 第1金曜日 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
■ 「木工アドバイザー」 休館日を除く毎日9時30分～16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（詳細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

布ぞうり作り教室 4日㈬
9時30分～12時 5人 300円 なし

布クラブ教室
（ジャンバースカート）

5日㈭
9時30分～15時 5人 300円 着物1着分、接着芯50cm×70cm、

ミシン糸、裁縫道具、昼食

裂き織り教室 10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 10日㈫
9時30分～11時30分 2人 300円 なし

布クラブ教室
（傘布からエコバッグ）

11日㈬
9時30分～15時 5人 300円 ミシン糸、裁縫道具、昼食

包丁研ぎ教室 12日㈭
10時～12時 5人 300円 包丁は1人2本まで

バッグ作り教室
（裂き織りポシェット）

13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

お裁縫相談 8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

3月のふれあい工房

ふれあい工房は3月22日㈰で閉館予定です。
◎解散バザーを開催～感謝を込めて激安販売～　3月15日㈰10時～12時

千葉ロッテマリーンズ
公式戦開幕記念特別観戦

日時・対戦相手　①4月7日㈫福岡ソフトバンク戦　②4月8日㈬福岡ソフ
トバンク戦　③4月14日㈫楽天イーグルス戦　④4月15日㈬
楽天イーグルス戦　各日午後6時15分試合開始
場所　ZOZOマリンスタジアム内野自由席
対象　市内在住・在学・在勤の方
定員　各日50組100人（抽選）※結果は3月下旬にメールで通知

　3月2日㈪午前10時～15日㈰午後10時までにホームページ（QRコー
ド参照） http://www.cnplayguide.com/marines/abiko2020/

マリーンズインフォメーションセンター☎03－5682－6341

費200円　持スマートフォン
◎スマホ・タブレット・パソコン相談
日3月21日㈯13時～15時30分（1人
60分）　定8人（要申込）※ミニ相談あ

り（申込不要・30分以内）　費無料　
持対象の機器

〈共通〉　所・ ・ 我孫子南近隣セ
ンター☎7181－1011

よみがえれ手賀沼

COD（化学的酸素要求量）･･･湖沼や海域の
水の汚濁の程度を示す指標で、数値が低いほ
ど水質が良いことを示しています。
☆我孫子市では、県・流域市とともに下水道
の整備や合併処理浄化槽の設置補助、排水路
の浄化施設等の運営管理などにより、手賀沼
への負荷の軽減を目指しています。
次回は6月１日号（予定）

手賀沼水質情報速報値（千葉県水質保全課提供）

測定地点 測定機関 COD環境基準
手賀沼中央 千葉県 5.0（㎎/L）以下

測 定 日 COD（㎎/L）
令和 元 年 10 月 8 日 10
令和 元 年 10 月 15 日 6.3
令和 元 年 11 月 7 日 9.3
令和 元 年 11 月 19 日 9.1
令和 元 年 12 月 4 日 4.1
令和 元 年 12 月 12 日 5.6

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　1 月末日現在

1 月の発生件数 27 件
今年の発生件数（1 月～） 27 件
前年同期比 +3 件

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

1 月の負傷者数 32 人
今年の負傷者数（1 月～） 32 人
前年同期比 +2 人




