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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
ダウンロードも可）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

4月17日㈮までに消防試験研究セン
ターホームページから※書面申請は
20日㈪まで可（願書は各消防署・分署
で配布）　 消防試験研究センター千
葉県支部☎043－268－0381
◎受験者講習会（希望者のみ）
日5月19日㈫　所船橋市中央公民館　
費3700円（別途テキスト代）　 ・
4月20日㈪～24日㈮までに我孫子市
防災協会(消防本部予防課内)☎7181
－7702
第39回憲法を考える市民の集い

日5月2日㈯14時30分～16時30分　
所けやきプラザホール　内講演「憲法
とは何かを改めて考える～日本国憲法
施行73周年を前に～」　講師水島朝穂
さん（早稲田大学法学部教授）　定先着
500人　費500円（大学生以下無料）　

憲法を考える市民の集い実行委員会・
濱田☎7183－2789
湖北地区公民館（コホミン）講座

◎音楽療法でリフレッシュ！～元気にド
レミ♪～
日5月11日㈪13時～14時30分　内リ
ズム遊びなどで脳トレーニング　講師
藤原葉子さん（流山音楽療法）　定20
人　費500円　持動きやすい服装、室
内履き、飲み物　所・ ・ 湖北地区
公民館☎7188－4433

募集  
令和2年国勢調査員

10月1日を基準日とし国勢調査を実
施します（説明会8月、活動期間9月～
10月予定）。また、各自治会長には調
査員の推薦を依頼しています。調査員
事務に興味のある方は、文書管理課
または自治会長にご連絡ください　

イベント  
健康マージャン千葉県代表選考会

日4月11日㈯12時～　内ねんりん
ピック岐阜2020の我孫子市地区大会
対60歳以上の方　定24人　費2500
円　所・ ・ 麻雀S

ス テ ィ ン グ

TING（我孫子
1の11の9金井ビル3階）☎7186－
0400

猫譲渡会
日4月12日㈰、5月10日㈰12時～15
時※荒天中止　所市役所駐車場※持ち
込みは要事前連絡。保護犬猫の引き取
りは不可。譲渡には条件があるので詳
しくはお問い合わせください　 ね
こわんこ☎080－8723－9550
猫譲渡会＆フリーマーケット

日4月19日㈰11時～14時　所アビス
タ前広場（手賀沼公園側入り口）　内
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
チャオ・マンドリーノ15周年記念

プレミアムコンサート
日4月26日㈰14時開演（中止の場合は
7月12日㈰に延期）　所けやきプラザ
ホール　内「マドンナの宝石」「いい日
旅立ち」ほか　出演片倉武さん（指揮）、
たかこ・やぎりんバンド（ゲスト）　
費無料※要入場予約券　 ・ 平山
☎090－7835－9861

第42回我孫子市吟詠連盟大会
日4月29日㈷9時30分開演　所湖北地
区公民館ホール　内漢詩・和歌などの
吟詠、剣舞・詩

し

舞
ぶ

の発表　費無料　
津川☎7182－3426
歌劇「フィガロの結婚」ハイライト

日5月9日㈯17時～プレトーク、17
時30分～本編　所けやきプラザホー
ル　出演富浦元公さん、大島明美さん、
吉田真澄さんほか　費4000円（市民・
学生3500円・プレミアム席5000円）
入場券販売・ 富浦（オペラ・ディ・
東京）☎03－3264－1586

講演・講座・教室  
甲種防火管理新規講習

日①5月25日㈪・26日㈫②5月28日㈭・
29日㈮　所我孫子南近隣センター　
定各回先着74人　費8000円　 ①4
月6日㈪～13日㈪②4月8日㈬～15日
㈬必着で、申込用紙（消防本部、各消
防署・分署で配布。日本防火・防災協
会ホームページからダウンロード可）
をファクス。日本防火・防災協会
03－3591－7130　 千葉県消防設
備協会☎043－306－3871、消防本
部予防課☎7181－7702
危険物取扱者試験・受験者講習会

日6月14日㈰　所日本大学実
み

籾
も み

キャン
パス（習志野市）　内・費甲種6600
円、乙種4600円、丙種3700円　

文書管理課・内線229
我孫子市社会福祉協議会

移送サービス運転ボランティア
内高齢者などを病院などへ送迎（無償）
資格①普通運転免許証を取得している
方②75歳以下（75歳になる年度末ま
で）③運転歴10年以上④2年以内に免
許停止処分を受けていない⑤福祉有償
運送運転者講習・セダン等運転者講
習を修了（修了していない方は講習あ
り）　 ・ 我孫子市社会福祉協議会
☎7185－5303

山階鳥類研究所アルバイト
任期5月1日～令和3年3月31日（更新
あり）　勤務日時平日10時～17時（月
8～12日程度）※勤務時間は応相談　
内広報業務補助ほか　対パソコンの
基本操作ができる方　報酬日給6300
円（交通費込み）　選考書類、面接※
応募書類は返却不可。詳しくはホーム
ページ参照　所・ ・ 4月15日㈬
必着で履歴書を郵送。〒270－1145
高野山115山階鳥類研究所☎7182－
1101
我孫子市子ども会育成連絡協議会

現在20の子ども会が加盟しています。
加盟すると全国子ども会連合会の保
険制度が適用されます（掛金年間1人
200円）。賠償責任保険も付いて、安
心して活動できます。 詳しくはホーム
ペ ー ジ（http://www.kodomo-kai.
or.jp/）をご覧ください　受付日4月
26日㈰14時～（我孫子市子育連総会
後）　所湖北地区公民館　 梅谷☎
080－5515－0261

河川愛護モニター
任期7月1日～令和4年6月30日　内日
常生活の範囲内で知り得た利根川の情

講演・催し たのしもう

▼あびこ市歩こう会　4月5日㈰8時
18分我孫子駅発（常磐快速乗車）、板
橋本町下車。石神井川の桜と常盤台。
10㎞ ウオーク。小雨実施。300円。
昼食持参。 鈴木☎090－1404－
7463
▼「教科書の中の戦争記述」を学ぶ学
習会　4月10日㈮14時～16時。我孫
子南近セホール。講師…鈴木敏夫さ
ん（教科書ネット事務局長）。300円。

我孫子市九条の会・中川☎7182－
1615
▼民謡あれこれ春風まつり・ふだん着
親睦コンサート⑩全国津軽民謡　4月
12日㈰9時50分開演。湖北地区公民
館ホール。無料。 津軽三味線“孝

た か と

人
会”・中野☎090－9953－7008
▼歌声クラブ　4月13日㈪、5月18日

㈪、6月15日㈪13時30分～15時。我
孫子北近セ並木。プロのソプラノ歌手
と現役ピアノ講師が贈る歌の世界。あ
なたも一緒に歌いませんか。500円。

稲吉☎090－4027－6903
▼アンクルンの演奏会　4月19日㈰
14時～16時。アビスタ第2学習室。
インドネシア伝統楽器の演奏と叙情
歌。35人。300円。 ・ 我孫子の
文化を守る会放談くらぶ・佐々木☎
7185－0675
▼俳句句会見学会　4月21日㈫13時
～16時。我孫子南近セ8階。初心者歓
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

会員・仲間募集 やってみよう

▼ボーイスカウト我孫子第1団　原則
㈰（月2回）。自然の中でたくましく。

「自分のことは自分で」から、すすん
で手を貸せる人に。Facebook参照。
小・中学生男女。年3万2000円。
長原☎090－6101－6327
▼混声合唱「コーラル・フレンズ」　
毎月第1・3・4㈬12時40分～14時
50分。湖北地区公民館・近セこもれび。
基礎から始めませんか。月2500円。

石川☎7188－0646
▼やさしい絵教室「彩の会」　毎月第
3㈬13時～17時。けやきプラザ工作
室。少人数で好きな画材を使って自由
に楽しく描いています。講師は院展院
友。入1000円。月1500円。 重

じ ゅ う

里
り

☎080－1148－6026
▼シニア男子の料理教室「H21男塾」　
毎月第3㈮9時30分～13時。アビスタ
調理室。女性講師の手ほどきで和気あ
いあい料理を楽しんでいます。初心者
歓迎。半年1万円（1月・8月は休み）。

脇田☎090－5422－5479
▼英会話「金曜会」　毎月第1～第4㈮
10時～12時。市民プラザほか。第1・
第3…英国人講師（会話・テキスト）、
第2・第4…自主学習（英字新聞・ヒア
リング）。中～上級。月3500円。
藤井☎7185－1811
▼社交ダンス「サークル・マチ」　毎

月4回㈮19時～20時45分。布佐南近
セ。音楽に合わせて健康な心と体を
作りましょう。男性経験者歓迎。入
2000 円。 月 3000 円。 佐 々 木 ☎
090－6133－5258
▼居合道「我孫子有信会」　毎週㈯19
時～、白山中学校武道場。毎週㈰17
時～、我孫子第一小学校体育館。日本
刀の勉強もできます。初心者、女性歓
迎。月500円。 田中☎080－1246
－7552
▼我孫子校友会　千葉県生涯大学校で
学んだ仲間が、交流の輪を広げ活動し
ています。学習会、バス旅行、落語鑑
賞会、各種懇親会、カラオケ、ハイキ
ングなど。体験入会歓迎。年2000円。

外
と の さ き

崎☎7188－7430
▼我孫子山の会　山歩きを一緒にして
自然の素晴らしさを共有しませんか。
日帰り、宿泊ともに多数。月1回例会。
HP参照。入1000円。年6000円。
田中☎7182－4860
▼OL登山委員会　25年目の女性限定
の登山サークル。関東在住の社会人で
49歳まで。年3000円。募集締切4月
20日㈪。 ・ 岡☎080－8052－
6669 oltozan@gmail.com

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


