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新たな将来都市像

未来につなぐ　心やすらぐ水辺のまち
我・孫・子

「第四次総合計画基本構想（案）」を策定しました　　
　令和4年度から12年間の構想（案）を策定し、10月15日㈭まで市民の皆さんの意見をお伺いしています。　 　企画課・内線270

　まちづくりを進めるための基本となる最も大切な計画「総合計画」のうち、
将来目指すまちの姿を描いた基本的な目標です。
　また、「総合計画」には基本構想を実現するためにどのようにまちづくりを進
めるかを示した「基本計画」、具体的に実施する事業を示した「実施計画」があ
ります。

　私たちを取り巻く社会は少子高齢化や人口減少、大規模な自然災害、新たな感染症への対応など、かつて経験したことのない大きな課題に直面
しています。これらの課題を乗り越え、先人たちが築き上げてきた文化や歴史、豊かな自然など我孫子ならではの魅力と、誰もが心やすらかに住
みたい・住み続けたいと思える、快適で活力ある持続可能なまちを未来へつなぐための将来都市像としました。

私たちが目指す12年後のまちの姿は

将来都市像を実現するための8つの目標

基本構想とは

　計画を推進するため、市民とともにつくる協働によるまちづくりの推進、効率的、効果的な行財政運営の推進、戦略的なシティプロモー
ションなど横断的に取り組んでいきます。

市民の皆さんと一緒に作りました
　学識経験者や市民団体、学生など25人で構成する「我孫子市総合計画審議会」のほか、子どもから大人まで幅広い年代に意見をもら
うために地域の方、子育て中のお母さん、中学・高校生から直接意見を聞く「あびこみんなのまちかいぎ」や小・中学生へのアンケー
トを行いました。また、市民アンケートを実施し、市ホームページ(QRコード参照)で結果を公表しています。

誰もが安全に安心して
暮らせるまちづくり

快適で住み続けたくなる
まちづくり

誰もが健康で自分らしく　
ともに暮らせるまちづくり

人と自然が共生する
環境にやさしいまちづくり

子どもと子育てにあたたかい
まちづくり

人と文化を育むまちづくり

活力あふれ　にぎわいのある
まちづくり

誰もが自分らしく輝ける
共生社会を目指したまちづくり

市民の尊い生命と貴重な財産を守
るため、災害や犯罪に強いまちづ
くりを進めます。
(防災・減災対策、浸水対策など)

子どもから高齢者まであらゆる世
代が、快適に暮らせるまちづくり
を進めます。
(公共交通の利便性向上、安全で快
適な道路の整備など)

あらゆる人たちが地域の中で、生涯
を通じて健康でいきいきと幸せに暮
らし続けることができるまちづくり
を進めます。
（健康づくりの推進、高齢者・障害
者福祉の推進など）

手賀沼と利根川に抱かれた豊かな
自然を大切にし、環境に配慮したま
ちづくりを進めます。
(地球環境・自然環境・生活環境の
保全)

未来を担う子どもたちが健やかに
成長できるよう、子どもと子育てに
あたたかいまちづくりを進めます。
(妊娠・出産・子育てへの切れ目な
い支援、魅力ある学校づくりなど)

誰もが生涯にわたって文化・芸術や
スポーツなどに親しめるまちづく
りを進めます。
(生涯学習の推進、歴史文化財の保
存・継承など）

新たな価値や魅力が創造され、地域
経済が持続的に発展するとともに、
人がにぎわうまちづくりを進めます。
(企業立地の推進、商工業・農業の
振興など)

地域に暮らすすべての人が、お互い
を認め合い、だれもが自分らしく暮
らせるまちづくりを進めます。
(男女共同参画の推進、人権尊重社
会の推進など)

目標

説明

推進

策定

【クリーンセンターへのごみの搬入は事前に予約が必要です】  令和5年3月31日まで、新廃棄物処理施設の建設のため駐車スペースが確保できないことから、搬入に
は電話による事前予約が必要です。ご協力をお願いします。　 　クリーンセンター☎7187－0015

▲高校生まちかいぎ▲中学生まちかいぎ ▲我孫子市総合計画審議会

基本構想

基本計画

総
合
計
画

実施計画
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シンプルなマークで記事の情報を伝えます。   …お知らせ 　 …イベント 　 …講演・講座・教室 　 …募集　 …50周年記念・協賛事業　

 令和3年4月入園の幼稚園児を募集
　入園願書は各園で配布しています(出願手続きは11月2日㈪以降）。詳しくは
各園にお問い合わせください。

あびバス新車両導入
　船戸・台田ルート、栄・泉・並木ルー
トで10月から新車両を導入します。新車
両は、乗降口が同じ1ドアタイプで、降車
する方が優先です。皆さんのご協力をお
願いします。
◎電車・バス・タクシーでの感染症対策
にご協力を 
　感染拡大防止のため、公共交通機関を利用する際は、マスクの着用などの感
染症対策にご協力をお願いします。

　交通課・内線330

新車両（乗降同一1ドアタイプ）

乗降口

一般県道我孫子利根線舗装修繕工事に伴う
夜間通行止め

　迂回路となる日の出通りは混雑が予想されま
すのでご注意ください。
期間　10月12日㈪～24日㈯午後9時～翌午前5
時
場所　青山地先（右図参照）※全面通行止め

　（発）千葉県柏土木事務所☎7167－1201
　　（受）博正建設☎7182－4165　 

▼市内私立幼稚園一覧

幼稚園名 住所 教育時間 
（土曜日休園）

預かり保育実施時間
上段：平日（月～金曜日）
下段：夏・冬・春期休業
期間

電話
番号

めばえ 白山
2の7の5

平日8時～14時
水曜8時～12時

（月2回）

7時～8時　
教育時間後～19時 7184－

1313
7時～19時

若草 中里515 平日9時～14時
教育時間後～18時 7188－

20268時～18時

二階堂 久寺家
479の1

平日8時50分～14時
水曜8時50分～11時

（月1回程度）

7時30分～9時
教育時間後～18時30分 7185－

1371
7時30分～18時30分

エーデル 泉24の32
平日9時～14時
水曜9時～11時30分、
9時～14時（月1回）

8時～9時
教育時間後～18時 7184－

4804
8時～18時

布佐台 布佐1849 平日9時～14時
水曜9時～13時

7時30分～9時
教育時間後～19時 7189－

0231
7時30分～19時

幼稚園型
認定こど
も園名

住所

教育時間 
（教育認定のお子さん
は土曜日休園）

（保育認定の保育時間
は保護者の就労状況
などに応じて認定）

預かり保育実施時間（教
育認定のお子さんのみ）
上段：平日（月～金曜日）
下段：夏・冬・春期休業
期間

電話
番号

ひかり 緑2の3の1
平日8時30分～14時
第3水曜8時30分～
11時

7時～8時30分
教育時間後～19時 7185－

0415
7時～19時

湖北台 湖北台
8の10の2

平日9時～14時
第3水曜9時～11時

7時～8時30分
教育時間後～19時 7188－

1001
7時～19時

つくしの つくし野
6の23の10

平日8時30分～14時
第3水曜8時30分～
11時

7時～8時30分
教育時間後～19時 7184－

3200
7時～19時

わだ 布佐1275 平日9時～14時
7時～8時30分
教育時間後～19時 7189－

1608
7時～19時

湖北
白ばら

中峠村下
1の2

平日8時30分～14時
水曜8時30分～11時
30分（月1回程度）

7時～8時30分
教育時間後～19時 7188－

2211
7時～19時

※認定こども園とは、幼稚園と保育園の機能を合わせ持つ施設です。

　3歳・4歳・5歳児クラスのお子さんおよび幼稚園と認定こども園(教育認
定)の満3歳児入園（3歳に達した幼児が次の4月を待たずに年度の途中から
入園）のお子さんの利用料が無償化の対象となります。ただし、通園送迎費・
食材料費・行事費などの実費分は保護者の負担です。また、無償化のための
認定申請が必要です。

　幼稚園に関すること…保育課・内線322
　　認定こども園に関すること…保育課・内線446

2021年版てがぬまカレンダー販売開始！
販売期間　令和3年2月28日㈰(湖北地区公民館は1
月31日㈰)まで※売り切れ次第終了
販売場所　市民プラザ、アビシルベ、軽喫茶ぽぽ
ら、各地区社会福祉協議会（我孫子北・我孫子南・
天王台・湖北台・湖北・布佐）、湖北地区公民館、
市役所売店、水の館1階あびこん、i工房、i工房
café Poco a Poco、道の駅しょうなん管理事務
所、て･と･り･あ※施設ごとに営業日・時間が異な
ります。※10部以上のまとめ購入に限り、市役所
売店で郵送対応可。詳しくはお問い合わせください。
費用　1部200円（税込）

　クリーン手賀沼推進協議会事務局(手賀沼課)☎7185－1484

　市では、市民の皆さんに新型コロナウイルス感染症の感染予防に対応し
た災害時の安全な避難行動をお願いするとともに、避難所での感染症対策
にも取り組んでいます。

  新型コロナウイルス感染症に対応した
避難行動や避難所での対策

移動図書館「そよかぜ号」 ステーションを新設
場所　我孫子北ステーション（あびこショ
ッピングプラザ平面駐車場）
日時　毎月第1・3水曜日午前10時～10時
30分※荒天中止
持ち物　図書館利用カード※お持ちでない
方は本人確認書類（健康保険証・運転免許
証など）

　移動図書館☎7187－0909

市民の皆さんにお願いする避難に関する感染症対策

避難所運営時の感染症対策

避難所開設時の感染症対策

減災に向けた事前の準備や情報収集、手洗い・咳エチケットなどの基本
的な対策などの徹底

避難の必要がない方は自宅にとどまる
避難所は密になりやすく感染症が拡大しやすい環境のため、可能な場合

は親戚や友人の家など避難所以外への避難を検討・準備

避難者の健康状態を定期的に確認
職員はこまめに手洗いをするとともに咳エチケットなどの基本的な対策

を徹底
各避難所にマスクやアルコール消毒液を常備し、必要に応じてマスクを配

布
十分な換気に努めるとともに可能な範囲で十分な避難スペースを確保
発熱・咳などの症状が出た避難者を専用のスペースまたは別施設に移送

し、可能な限り個別スペースと専用トイレを確保
兆候・症状のある方をやむを得ず同じスペースにする場合は、間仕切り

で区切るなどの工夫を行う
避難者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、災害対策本部医療

班（健康づくり支援課）と十分に連携した上で適切に対応
　市民安全課・内線295

災害や被災者の状況、避難所の収容人数などを考慮し、通常の災害発生
時よりも可能な限り多くの避難所を開設
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※ は予約制です。市民相談・県民相談10月

市
民
相
談

弁護士
法律相談 電話

6日 ㈫、8日 ㈭、15日 ㈭、20日 ㈫、
22日㈭9時30分～15時30分（予約
は1日㈭8時30分～）　秘書広報課☎
7185－1714

行政書士
相談 電話

21日㈬13時～16時（予約は平日10
時～15時）〈新型コロナウイルス感
染症関連の補助金、相続・遺言手続
きなど〉　千葉県行政書士会東葛支
部☎080－7434－5135

司法書士
法律相談 電話

13日㈫10時～15時（予約は2日㈮
～12日㈪13時～16時）　千葉司法
書士会柏支部☎080－5901－3236

年金・労働
相談

14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
16日㈮ 10時～15時　収税課相談
室（本庁舎1階）（予約は12日㈪ 8時
30分～）　☎7185－1349

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

市
民
相
談

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
26日㈪ 13時30分～（予約は23日
㈮まで）　相談室（西別館2階）　障
害福祉支援課・内線421

交通事故
巡回相談

12日㈪10時～15時（先着4組。予
約は8日㈭まで）　市民安全課（本庁
舎地階）・内線485

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 相談
（男性可）

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）・
☎ 7185－1113

市
民
相
談

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　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

26日㈪ 13時30分～16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（祝日を除く） 9時～17

時　柏児童相談所☎7131－7175

電話 月～金曜日（祝日を除く）  9時～17
時　柏児童相談所☎7134－4152

マイナンバーカード業務の
休日開庁を行います(要事前予約)

日時　10月24日㈯午前9時～午後3時
場所　市民課（市役所本庁舎１階）
内容　マイナンバーカードの交付(要予約)、電子証明書の更新(要予約)、マイ
ナンバーカードの申請(予約不要)※マイナンバーカードの申請時は下記持ち物
が必要です。
予約　市民課☎7185－4326　10月2日㈮から開始（平日午前9時～午後5時）
持ち物　通知カード・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）、本人確認書類

（①を2点または①と②を１点ずつ）※有効期限内で記載事項が最新のもの

※15歳未満の方が申請する場合は必要書類が異なります。また、本人と法定
代理人の来庁が必要です。詳しくはお問い合わせください。
※代理人によるマイナンバーカード受け取りは、本人が来庁困難なことを証す
る書類(診断書、障害者手帳など)が必要です。

　市民課・内線478

①
運転免許証・運転経歴証明書（平成24年4月1日以降に交付したもの）・パスポー
ト・顔写真付き住民基本台帳カード・身体障害者手帳・在留カード・特別永住
者証明書など

② 健康保険証・介護保険証・年金手帳・社員証・学生証・子ども医療費助成受給
券・預金通帳など

Jアラート 全国一斉の緊急情報伝達訓練
　地震や武力攻撃などの災害時に、Jアラート（全国瞬時警報システム）から送
られる緊急情報を確実に市民の皆さんに伝えるため、防災行政無線による緊急
情報伝達訓練を行います。
日時　10月7日㈬午前11時ごろ※災害発生時などは中止

　市民安全課・内線217

※体調不良の方は参加を控えてください。密集・密接を避け集合や会話中など
状況に応じてマスクを着用してください。

　我孫子市防犯協議会☎7184－8190

市内一斉防犯パトロール
日時　10月9日㈮午後7時～※雨天時16日㈮ 

地区 集合場所

我孫子南 我孫子駅前交番前、けやきプラザ前広場

我孫子北 我孫子駅北口階段下、つくし野交番前、根戸近隣センター

天王台 天王台駅北口階段下、天王台西公園、我孫子郵便局横

湖北 湖北駅北口階段下、新木駅前交番前、上新木青年館、根古屋団地集会所

湖北台 湖北台交番前

布佐 布佐駅前交番前

「我孫子市配偶者暴力相談支援センター」を設置
　社会福祉課DV相談窓口が我孫子市配偶者暴力相談支援センターとなり、相
談者の負担軽減とより迅速な支援が可能になりました。今後もDV被害者のた
めのワンストップ窓口として、相談から一時保護、生活再建までの切れ目ない
支援を行っていきます。
●配偶者暴力相談支援センターとは？　DV防止法によって定められた、被害
者保護の中心的役割を果たす機能の名称で、施設の名称ではありません。すで
に千葉県には県設置15カ所、市独自の設置4カ所、計19カ所があります。我
孫子市は県内20番目、市として5番目の設置となりました。

　我孫子市配偶者暴力相談支援センター（社会福祉課内）☎7185－1113

令和3年1月4日㈪から
行政サービスセンターの開庁日を変更

　行政サービスの効率化を図り、効果的な行財政運営を目指すため、3つの行
政サービスセンターの開庁日を縮小します。
◎つくし野行政サービスセンター…毎週月・水・金曜日開庁（火・木曜日閉庁）
◎湖北行政サービスセンター…毎週火・木曜日開庁（月・水・金曜日閉庁）
◎布佐行政サービスセンター…毎週月・水・金曜日開庁（火・木曜日閉庁）
※3カ所とも開庁時間は午前8時30分～午後5時です。土・日曜日、祝日、年
末年始は閉庁します。他の行政サービスセンターの開庁日、開庁時間に変更は
ありません。

　市民課・内線316

令和3年12月に証明書自動発行サービスを終了
コンビニ交付開始予定！マイナンバーカードの申請はお早めに

　令和3年12月に自動発行機による住民票の写しと印鑑登録証明書の発行を終
了します。令和4年1月からは、同証明書をコンビニエンスストアで取得できる

「コンビニ交付」を導入予定です。
　「コンビニ交付」には、電子証明書を搭載したマイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない方や、電子証明書を搭載していない方は、
早めに申請してください。申請方法など詳しくはお問い合わせください。
※「印鑑登録証・あびこ市民カード」は、市民課・各行政サービスセンター窓口
で印鑑登録証明書を請求する際に必要です。廃棄せずに大切に保管してください。
※マイナンバーカードの発行には約2カ月かかります。

　印鑑登録証・あびこ市民カード…市民課・内線360、マイナンバーカード
…市民課・内線478

自転車が新しくなりました
手賀沼周遊レンタサイクル

日時　土・日曜日、祝日午前9時～午後4時まで※雨天・荒天時中止
※日時は時期により異なります。12月～3月下旬は休止します。詳しくは市ホ
ームページ（QRコード参照）をご覧ください。
貸出・返却場所　手賀沼公園、鳥の博物館ほか
費用　500円（小学生以下300円）
持ち物　本人確認書類、子ども用ヘルメット(貸し出しあり)

・ 　シルバー人材センター☎7188－2204（平日）、090－4520－3603
（貸出日）、商業観光課・内線610
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10月15日～10月21日
違反建築防止週間

　建築基準法では、私たちの生命や健康、財産を守るため、建物などの安全性
の確保に関する敷地や構造などについてのさまざまな基準を定めています。
　建物を建てる場合には、建築基準法などの法令で定めている基準や手続きを
守って、適正に工事を進めましょう。また、工事が完了したときは、その建物
が法令に基づき安全なものであるか検査を受けましょう。なお、建てた時は適
法でも、その後の改修や用途（使い方）の変更により違反になってしまう場合が
ありますので、改修などの際には事前に建築士などに相談しましょう。

　建築住宅課・内線526

木造住宅の耐震診断費用・耐震改修工事費用助成
　申請は、必ず耐震診断および耐震改修工事の契約、工事前に行ってくださ
い。申請方法や補助金額など詳しくは市ホームページをご覧ください。
対象　昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
◎木造住宅耐震診断助成(上限5万円)
受付期間　12月25日㈮まで　助成棟数　先着10棟※9月16日現在
◎木造住宅耐震改修工事助成(上限50万円)
受付期間　11月30日㈪まで　助成棟数　先着4棟※9月16日現在

　建築住宅課・内線528

市制施行50周年　協賛事業
　市制施行50周年を市民の皆さんと祝うため、12月まで協賛
事業を開催しています。10月～12月に開催する主な協賛事業
は下表のとおりです。詳しくは、市ホームページ（QRコード参照）をご覧
ください。

　秘書広報課・内線206

第3回木造住宅の耐震セミナー・相談会
日時　10月10日㈯午前10時～正午
場所　市役所分館１階大会議室
内容　セミナー「木造住宅の耐震につ
いて」、木造住宅耐震診断、耐震改修
工事の助成制度説明、木造住宅耐震

相談会
対象　市内在住の方　
定員　先着20人　費用　無料

・ 　10月7日㈬までに建築住宅
課・内線528

　実物大の彫刻動物が市内9カ所に登場します。
地域の良さを感じながらアートな動物たちとの
出会いをお楽しみください。
日時　11月19日㈭まで※展示場所により異なり
ます。詳しくはアビシルベで配布しているチラ
シをご覧ください。
場所　アビシルベ、千葉銀行我孫子支店、杉村
楚人冠邸園、アビスタ、手賀沼公園、手賀沼ゲー
トスポット、手賀沼親水広場、水の館、市役所

　我孫子手づくり散歩市・関谷☎090－4206－6242

第20回我孫子アートな散歩市
我孫子動物彫刻展 島田忠幸「プリニウスの動物たち」

事業名 日時・場所 問い合わせ
第20回我孫子アートな
散歩市　我孫子動物彫
刻展　島田忠幸「プリニ
ウスの動物たち」

11月19日㈭まで 
アビシルベ、アビスタ、手
賀沼公園ほか

我孫子手づくり散歩市・
関谷 
☎090－4206－6242

2020ネットであびこ子
どもまつり

10月3日㈯～18日㈰
オンライン開催
※一部アビスタ展示

子ども支援課・内線832

我孫子北近隣センター
開館10周年記念式典

10月10日㈯ 
我孫子北近隣センター並木
本館

我孫子北近隣センター並
木本館 
☎7157－4517

手賀沼と民藝の心展Ⅱ 10月16日㈮～21日㈬ 
市民プラザ

実行委員会事務局 
☎7146－6800

我孫子のいろいろ八景
歩き

10月20日㈫・24日㈯・
29日㈭・31日㈯ 
集合場所　布佐駅ほか

都市計画課景観推進室 
☎7185－1529

スカイサロン「秋に聴き
たい朗読会」

10月24日㈯14時～16時
我孫子南近隣センター

我孫子南近隣センター
☎7181－1011

我孫子市歌謡文化フェ
スティバル

10月25日㈰ 
けやきプラザホール

我孫子市歌謡文化同好会
「虹」・岩鼻 
☎090－2523－1887

健康フェア 11月5日㈭ 
天王台北近隣センター

天王台地区社会福祉協議会 
☎7183－9009

ジャパンバードフェス
ティバル2020

11月7日㈯・8日㈰ 
※オンライン開催

手賀沼課 
☎7185－1484

南まち協フェスティバル 11月7日㈯・8日㈰ 
我孫子南近隣センター

我孫子南近隣センター 
☎7181－1011

新木ふれあい文化祭 11月14日㈯・15日㈰ 
新木近隣センター

新木近隣センター 
☎7188－2010

第6回ソーラークッカー
全国大会

11月23日㈷ 
手賀沼親水広場

東葛エリアソーラークッカー
大会実行委員会・太田 
☎090－4601－8222

2020手賀沼チームラ
ン・キッズランうなき
ちカップ

11月28日㈯ 
手賀沼親水広場

教育委員会文化・スポーツ課 
☎7185－1604

健康フェア 12月3日㈭ 
近隣センターこもれび

天王台地区社会福祉協議会 
☎7183－9009

第40回郷土芸能祭 
※無観客公演

12月6日㈰ 
湖北地区公民館

教育委員会文化・スポーツ課
☎7185－1601

 あびこ市民プラザ
◆手賀沼と民藝の心展Ⅱ

16日㈮～21日㈬10時～18時（初日
13時～）　　1000円（高校生以下無
料）　 手賀沼アート・ウオーク実行
委員会☎7146－6800
 図書館　1日㈭～31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
◆カタルシス展～紅いうさぎが時々邪
魔をする～　えんどうさおり
布佐分館ミニギャラリー
◆クレパス風景画「あびこ田園を見つ
めて」10点　小橋孝道
 アビスタストリート（中央通路）
 開館時間：9時～21時　休館日：26日㈪
◆第14回「ちびっ子展」　 2日㈮ま
で（最終日20時まで）　 山口☎090
－8872－8829
◆2020ネットであびこ子どもまつり
参加団体展示　 3日㈯～18日㈰（初
日14時～、最終日15時まで）　 子
ども支援課・内線832
◆手賀沼流域フォーラム活動紹介　
19日㈪～24日㈯（初日10時～、最終
日14時まで）　 竹内☎090－3907
－8355
◆「我孫子を知る1年」企画展示　
25日㈰～11月8日㈰（最終日15時ま
で）　 生涯学習課☎7182－0511
 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
◆写友「手賀沼の仲間達」第11回写真
展　 4日㈰まで10時～16時　 神
原☎090－2556－8013
◆第9回写真クラブ「写遊」写真展　

20日㈫～25日㈰10時～16時30分
（初日13時～、最終日16時まで）　
永野☎7174－3088
第2ギャラリー
◆森岡絵画教室作品展　 6日㈫～11
日㈰9時～18時（初日12時～）　 小
池☎090－4930－6773
◆ステッチルーム刺しゅう展　 30
日㈮～11月1日㈰10時～17時　 鈴

木☎7183－2468
 アビシルベ　開館時間：9時～18時
 　☎7100－0014
◆懐かしの映画ポスター展　石坂洋次
郎生誕120周年記念映画ポスター展　

10日㈯16時まで
◆アビストリーム「アビスト de Night☆」
LIVE放送　 16日㈮18時～19時
◆我孫子アートな散歩市 我孫子動物
彫刻展「プリニウスの動物たち」　
19日㈪～11月19日㈭
◆ジャパンバードフェスティバル　
PR展示　 24日㈯～11月8日㈰
水の館ミニギャラリー　
開館時間：9時～17時　休館日：28日㈬
◆文化刺

し

繍
し ゅ う

作品展
1日㈭～31日㈯　 菅原☎080－

1010－0631
 けやきプラザ県民講座・講習
◆終末期の医療・介護について　 8
日㈭　時間13時30分～15時30分　

吉江悟さん（NeighborhoodCare
代表理事）
◆人生100年時代の健康レベルアップ
講座　 9日㈮　時間10時～11時　

阿部真美さん（株式会社明治 管理栄
養士）
◆～すぐに役立つ介護の話～家庭でで
きる感染症予防　 16日㈮　時間13
時30分～15時30分　 高橋芳恵さん

（千葉県ホームヘルパー協議会副会長）
◆ガンの予防と早期治療　 21日㈬　
時間13時30分～15時30分　 谷口
良則さん（生涯医療ネットワーク代表）
◆－病気をチャンスにする生き方－治
る力を引き出す漢方　 27日㈫　時間
13時30分～15時30分　 喜多敏明
さん（辻仲病院柏の葉漢方未病治療セ
ンター長）

〈共通〉　 7階研修室　 先着30人
無 料　 ・ ふれあい プラザ ☎

7165－2886※月曜休館（休日の場合
は翌火曜日）※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。

10月
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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

緑の講習会
アート感覚あふれるウインターリース

日時　11月6日㈮午前10時～11時30分
※マスク着用、自宅で要検温
場所　湖北地区公民館工芸工作室
内容　玄関周りを華やかに飾りたい時季に
ふさわしい植物をセレクトし、色彩やフォ
ルムにこだわったリースを作成します。
講師　伊藤忍さん
定員　13人※感染症対策のため定員を減ら
しています。
費用　3500円(材料費・資料代) 
持ち物　エプロン、ミニスコップ、持ち帰り袋、筆記用具

・ 　NPOテラス21緑の事務局☎080－9344－4378 (月～土曜日午前10
時～午後5時)※留守番電話の場合は住所、氏名、電話番号を明示してください。日時　10月24日㈯午前9時30分～正午

場所　アビスタホール
内容　手賀沼公園内の落ち葉を集め、絵の具を塗り
スタンプにして、手賀沼流域の大きな地図（模造紙）
に参加者全員で生き物を描きます。
講師　三森典彰さん(株式会社BiotopGuild代表取締
役)　
対象・定員　4歳～小学6年生と保護者、先着20組

（40人）※1組2人まで。感染症対策のため人数を制限
しています。
持ち物　マスク、汚れてもよい服装

・ 　申し込みフォーム(QRコード参照)・Eメールに住所、氏名
（お子さんは学年も）、電話番号を明記。手賀沼流域フォーラム実行委員会・竹
内☎090－3907－8355 teganumaforum@yahoo.co.jp

手賀沼流域フォーラム
葉っぱスタンプで手賀沼流域を彩ろう!

費用
無料

渡
わ た

辺
な べ

　樹
き

生
い

ちゃん
（下ケ戸・1歳 3カ月）

いつもパパとママを笑わせて
くれてありがとう！元気いっ
ぱい大きくなってね♡

田
た

口
ぐ ち

　美
み

乃
の

里
り

ちゃん
（新木・1歳 4カ月）

最近人見知りするようになり
ました☆食べる事大好きです
☺実り多き人生を送ってね♡

　「我孫子の景観を育てる会」の市民ガイドと市内有数の景観スポットや隠れ
た名所を巡る街歩きを楽しみながら、我孫子の魅力を再発見しましょう。
 ○布佐・新木三大緑地公園コース
日時　10月20日㈫午前9時10分～正午
場所　布佐駅改札前集合、新木駅解散
内容　宮ノ森公園、布佐南公園、気象台記念公園
と、それらをつなぐ街並みや緑道を散策。また、布
佐の鎮守・竹内神社に参拝します。（約4.5km）
 ○白樺派の散歩道と水辺のまちなみコース
日時　10月24日㈯午前9時～正午
場所　けやきプラザエントランス集合・解散
内容　けやきプラザ屋上で市内を眺望後、ハケの道
をたどり志賀直哉邸跡や旧村川別荘などを散策、子
之神大黒天や若松の街並みなどを経て、天神坂を登
り天神山緑地へ向かいます。（約4.5km）

〈共通〉荒天中止、小雨決行※マスク着用、要検温
定員　各先着15人(要事前申込)　
費用　無料

・ 　都市計画課景観推進室☎7185－1529

我孫子のいろいろ八景歩き

我孫子のいろいろ八景歩きパネル展示開催中！
　令和3年3月まで、公共施設など全12カ所で巡回パネル展を行
います。
　10月27日㈫まで水の館1階手賀沼ステーションで開催。11月
以降の予定は市ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。

　都市計画課景観推進室☎7185－1529

項目 日程 対象・内容など

しあわせ
ママパパ学級

3・10・
17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） 28日㈬ 保健センター

1歳6カ月児健康診査 8日㈭ 平成30年12月17日～
31年1月19日生まれ

2歳8カ月児歯科健診 29日㈭ 平成29年11月26日～
30年1月10日生まれ

3歳児健康診査 1・２2日㈭ 平成29年3月2日～4月
16日生まれ

5歳児歯科健診 29日㈭ 平成27年8月8日～9月
18日生まれ

離乳食教室
（4～6カ月児向け） 30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） 14日㈬ 令和2年1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。

◎デイケアクラブ　
時間　午後1時～2時30分

　障害福祉支援課・内線381
開催日 場所
16日㈮ 障害者福祉センター

　 各種健診と健康教室10月

開催日 場所
14日㈬ 布佐南公園＊雨天中止
16日㈮ 天王台西公園＊雨天中止
20日㈫ 湖北台中央公園＊雨天中止

◎ 遊具うんどう教室
時間　10時～11時

　高齢者支援課☎7185－1112

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止・内容を一部変更する場合があります。

◎心の健康に関する教室　
場所　保健センター3階

　障害福祉支援課・内線421
教室名 日時

アルコール教室 2日㈮
14時30分～16時

心の健康クラブ 19日㈪14時～16時

　今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により家庭でも楽し
める遊びをインターネットで紹介します。また、アビスタ展示
スペース（4面参照）では参加団体の活動を紹介する展示も行いま
す。
期間　10月3日㈯正午～18日㈰午後6時まで
内容　クイズや工作、楽しい遊びなどを参加団体ごとに紹介します。詳しくは
あびっ子ネットホームページ（QRコード参照）をご覧ください。

　子ども支援課・内線832

2020ネットであびこ子どもまつり

月 〈対象〉 市内在住の
乳幼児と保護者

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

無料
あびこで
子育て

10

園庭解放　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　◎詳しくはお問い合わせください。
市ホームページにも掲載中！

　保育課・内線459　

るんるんパーク　公園で子育て支援施設のスタッフと一緒に親子遊びをし
ましょう。
時間　午前10時30分～11時※荒天中止

16日㈮ 天王台西公園
28日㈬ 柴崎台中央公園

　子育て支援センター☎7185－1915（平日午前10時～午後5時）
※新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。　

 保育園・幼稚園などの地域子育て支援

 出前保育 申込不要

▲気象台記念公園

▲天神坂
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●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

小児インフルエンザ予防接種費用の一部助成

老人福祉センターつつじ荘のお風呂が再開（予約制）
　9月23日に完全予約制で再開し、お風呂の予約時間枠に合わせてバスの時刻
表（臨時版）も変更しました。詳しくはお問い合わせください。  

・ 　老人福祉センターつつじ荘☎7188－0123

対象　生後6カ月～小学6年生（日本感染症学会の提言で特に乳幼児～小学校低
学年への接種が推奨されています。）
接種期間・回数　令和3年2月1日㈪まで※2回まで
助成額　1回1500円（生活保護受給世帯の方などは上限4000円）　
接種方法　市内契約医療機関に予約の上、接種してください。医療機関への支払
いは助成額を差し引いた額です。契約医療機関以外で接種を希望する方は健康づ
くり支援課までご連絡ください。※接種費用は医療機関によって異なります。
持ち物　本人確認書類（健康保険証・運転免許証など）、予診票、母子健康手帳
※予診票は9月に市内保育園、小学校に配布しました。お手元にない方は市ホ
ームページからダウンロードまたは医療機関に設置してある予診票をご使用く
ださい。

　健康づくり支援課☎7185－1126

　ロコモティブシンドローム（運動器症候群）は運動器（骨、関節、筋肉など）
の衰えによって「立つ」・「歩く」といった移動機能が低下した状態です。骨粗
しょう症を予防することは将来ロコモティブシンドロームになるリスクを下
げることにもつながります。
日時　11月10日㈫午後2時～3時(受付1時30分～ )
場所　アビスタホール
講師　沢

さ わ

田
だ

秀
しゅう

司
じ

さん（順天堂大学COIプロジェクト室 博士研究員）
対象・定員　市内在住の方、先着50人（要事前申込）
費用　無料

・ 　健康づくり支援課☎7185－1126

骨粗しょう症予防セミナー
ロコモティブシンドロームと骨粗しょう症

日時　10月16日㈮午後1時30分～3時30分（受付1時15分～）※雨天中止
場所　湖北台近隣センターホール、湖北台中央公園
内容　ポールの持ち方など、歩き方の実践（公園でのウオーキングあり）
講師　長岡智津子さん（日本ポールウオーキング協会マスターコーチ）
対象　市内在住で65歳以上の方　定員　先着15人
費用　無料※ポールの貸し出しあり
持ち物　動きやすい服装・運動靴、飲み物、タオル、帽子、筆記用具

・ 　高齢者支援課☎7185－1112

ポールウオーキング教室

健診忘れずに

受けましょう
特定健康診査（集団）の
当日受診

　定員枠に余裕がありますので、事前申し込みをしていない方でも、受診
することができます。
※定員枠に達した場合は受診することができません。
日時　10月24日㈯受付午後3時～3時15分　場所　保健センター
内容　身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査※50歳以上の男性は前立
腺がん検診、受診歴のない方は肝炎ウイルス検診が追加
対象　40歳以上（昭和56年3月31日以前に生まれた方）で受診日に我孫子
市の国民健康保険に加入している方※受診日前にご連絡いただければ、事
前に受診券などを用意します。
費用　600円（前立腺がん検診は500円、肝炎ウイルス検診は200円追加）
※無料になる場合もあります。詳しくは市ホームページをご覧ください。

〈注意事項〉
①感染症対策のため入館は受付時間の10分前からです。また、感染症の
拡大状況により健診を中止する場合があります。
②国民健康保険被保険者証を必ずお持ちください。
③当日は朝食を軽くとり、受診までできるだけ水・お茶以外の飲食物は取
らないでください。
④前日は飲酒や激しい運動を控えましょう。

結核・肺がん検診の追加募集
　下表日程に限り追加募集を受け付けています。事前申し込みなしでの受
診はお断りすることがあります。
※定員枠に達した場合は受診することができません。

申込期限　各検診日の7日前までに電話　
対象　令和3年3月31日時点で40歳以上の方
自己負担金　肺がん検診…400円、結核・肺がん検診…無料、喀

か く

痰
た ん

細胞診
検査を希望する方は別途1100円※無料になる場合もあります。詳しくは
市ホームページをご覧ください。

〈共通〉
・ 　健康づくり支援課（保健センター）☎7185－1126

日時　10月20日㈫午前10時～11時※雨天中止
場所　湖北台中央公園
対象　市内在住で65歳以上の方
費用　無料
持ち物　飲み物、タオル、帽子、動きやすい服装・
運動靴、マスク※自宅で要検温

　高齢者支援課☎7185－1112

楽しく健康づくり 遊具うんどう教室講習会
ボランティアも募集中！

子どものために今できること！
講演会「子どもロコモを予防するために」

　近年、子どもが外で遊ばなくなり身体を使う機会が減少したため、姿勢が悪
く疲れやすいなどロコモの子どもが増えています。講演ではロコモを予防して
健康になるための取り組みの重要性や家でできる運動などをお話します。
日時　11月9日㈪午前10時30分～11時45分(受付10時～ )
場所　アビスタホール
講師　松

ま つ

田
だ

雅
た だ

弘
み つ

さん（順天堂大学保健医療学部先任准教授）
対象・定員　市内在住で未就学児～小学生のお子さんがいる保護者、先着30
人（要事前申込）※託児はありません。
費用　無料　

・ 　健康づくり支援課☎7185－1126

　　

　ロタウイルス感染症は嘔
お う

吐
と

・下痢（時に白色便）・発熱などが主症状の急性
胃腸炎を起こす疾患です。経口感染し、春先に多く、乳児期後半から幼児
は重い脱水症状に陥りやすく、脱水から痙

け い

攣
れ ん

を起こし、脳炎・脳症を発症
することもあります。乳幼児の感染発症者の約30人に1人は入院加療を要し
ます。現在、この疾患に対して経口の弱毒性ワクチンがあります。重症例を
減少させます。注意すべき副反応は、接種1～2週間後に突然激しく啼

て い

泣
きゅう

し
機嫌や顔色は悪く、ミルクも飲めず、血便も見られる腸重積という状態を
数万人に1人起こすことがあります。速やかに小児科がある病院に行く必要
があります。ワクチンには2種類ありますが効果や副反応に差はなく、生後
1カ月半から接種できますが、他の予防接種と同時にするためには生後2カ
月になってからが良いでしょう。どちらかの1回目は生後15週未満に済ませ
てください。重症化や腸重積症になりにくい乳児早期に済ませるためです。　　　　　　 

　　　　不明な点があれば保健センターに相談してください。
大串小児科医院　大串博章

　　　 　健康づくり支援課 ☎7185－1126

ロタウイルスの
予防接種

№ 426

日程 場所※受付時間は申し込み時にご確認ください
10月7日㈬ 保健センター
10月14日㈬ 近隣センターふさの風（駐車場）
10月16日㈮ 鳥の博物館（駐車場）
10月19日㈪ 保健センター
10月21日㈬ 天王台北近隣センター（第1駐車場）
10月23日㈮ 布佐南小学校（体育館脇駐車場）
10月26日㈪ アビスタ（駐車場）
10月27日㈫ 湖北地区公民館

令和3年2月3日㈬ 保健センター
2月10日㈬ あびこショッピングプラザ（平面駐車場）

※受付は市民プラザ2月16日㈫
2月17日㈬ 根戸近隣センター（駐車場）



〈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
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情報ひろば 市や官公庁主催・共催・後援、補助団体の記事を
掲載しています。
各項目は、次のように省略しています。

…日時、 …場所、 …内容、 …講師、 …出演、
…対象、 …定員、 …報酬・報償、 …選考方法、
…費用、 …入場券販売所、 …持ち物、 …申し

込み（記載のないものは申込不要）、 …問い合わせ

情報ひろばに掲載しているイベントや講演・講座・教室などは感染症対
策を行い実施します。

30分。つくし野多目的運動広場和室。
コロナに負けないまっすぐで疲れにく
い体づくりを目指しましょう。 内藤
☎080－3004－5677
▼放談クラブ「オビシャの謎を解く－
三本足のカラスの的からさぐる－」　
10月17日㈯14時～16時。我孫子北
近セ並木会議室2・3。講師…萩原法
子さん。300円。 我孫子の文化を守
る会・佐々木☎ 7185－0675
▼ふれあい塾あびこ講座再開！「タ
ンザニア＆キリマンジャロを歩く」　
10月19日㈪10時～。アビスタ。講師
…高橋重さん。先着65人（要申込）。
1000円。マスク、スリッパ持参。
・ ふれあい塾あびこ☎080－1364
－0371
▼中村天風の教えを学ぶ 第7回講演
会 心身統一法その1「生命力を高める
三原則」　10月25日㈰9時30分～12
時。我孫子南近セ。先着25人。300
円。 中村天風研究会・勝又☎080－
1252－0308

会員・仲間募集 やってみよう

▼ドイツ語学習のためのルター訳聖書
（原書）講読会　毎週㈬、時間・会場は
事前連絡。会費無料（人数割りで会場
費負担）。数人。 山本☎7132－6072
▼シェイクスピアをかじろう（英書）
会　毎月第1㈮、時間・会場は事前連
絡。会費無料（人数割りで会場費負担）。
数人。 山本☎7132－6072

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。フリー
マーケットへの寄付物品も募集　 ね
こ友会・早川☎7188－0007

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　
10月17日㈯13時～15時30分　

8人(要申込・1人60分)　 相談した
い機器

スカイサロン「秋に聴きたい朗読会」　
10月24日㈯14時～16時　 第1部

…琵琶演奏と「耳なし芳一」など。第
2部…パーカッションと朗読士が語る
江戸川乱歩作「人間椅子」　 マスク、
スリッパ　 50人（10月1日㈭～整理
券配布）

〈共通〉 無料　 ・ ・ 我孫子南近
隣センター☎7181－1011

新木地区まちづくり協議会
◎料理セミナー　 10月25日㈰13時
30分～16時　 太巻きまつりずし

「さざえ」　 川合美津子さん　 16
人　 800円　 エプロン、三角巾、
手拭き、食器用布巾、スリッパ、筆記
用具、マスク、お持ちの方は巻きす

（大・小）、持ち帰り容器　 ・ ・
10月20日㈫までに新木近隣センター
☎7188－2010

市民伝言板
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 、 …入会金、 …月会
費、 …年会費、 …申し込み、 … 問い合
わせ

講演・催し たのしもう

▼ヨガ体験会　10月3日㈯10時40分
～、10月8日㈭14時40分～。我孫子
南近セ。無料。腰の疲労取り、免疫力
アップに。運動が苦手な方。 後藤☎
080－3081－0214
▼ストレッチ健康体操無料体験会　
10月8日㈭・22日㈭9時30分～10時

ちば子ども大学
巨大つまようじアート

11月7日㈯・8日㈰10時～15時　
つまようじ1万4400本を使い巨大

つまようじアートを作成　 小学4～
6年生　 先着40人　 無料　 ・
・ 10月15日㈭までに電話・ファク
スで住所、氏名、電話番号、学校名、
学年を明示。我孫子東高等学校・植竹
☎7189－4051 7189－5426

あびじょカフェ後期講座
10月30日㈮、11月27日㈮、12月

11日㈮10時30分～12時※Zoom使
用　 子育て世代の市民活動の始め
方　 先着10人　 無料　 ・ 電
話・ファクス・Eメールで氏名、電話
番号またはEメールアドレスを明示。
市民活動ステーション☎ 7165－
4370 abikosks＠themis.ocn.ne.jp

募集
第6回ソーラークッカー
全国大会出場者

11月23日㈷9時30分～15時30分　
手賀沼親水広場　 太陽エネルギー

を利用した調理器具（ソーラークッ
カー）の効用を周知し、ソーラークッ
キングなどを日常生活の防災・エコラ
イフに繋げる。多彩なクッカーの展
示・実演を通してエコ・パック・防災
クッキングを楽しむ。ジュニア大会と
してソーラークッカーの製作や、湯
沸かしなどでスピードを競う　 先着
20人　 3000円　 ・ 10月20日
㈫まで。詳しくはお問い合わせくださ
い。中山☎7174－5958
千葉県地球温暖化防止活動推進員

任期令和3年4月～令和4年3月　 ボ
ランティアとして自ら地球温暖化対
策を実践し、普及啓発などの活動を
行う　 県内在住・在学・在勤の18
歳以上の方・その他条件があります。
詳しくはお問い合わせください　
10月30日㈮必着で申請書（県ホーム
ページからダウンロード）を郵送・フ
ァクス。〒260－0024千葉市中央区
中央港1の11の1千葉県地球温暖化防
止活動推進センター 043－247－
4152　 千葉県循環型社会推進課☎
043－223－4139

講演・講座・教室
第39回憲法を考える市民の集い

10月24日㈯14時30分～16時30
分　 市民プラザホール　 講演「憲
法とは何かを改めて考える～日本国
憲法公布74周年を前に～」　 水島

朝穂さん（早稲田大学法学学術院教授）
先着100人　 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
yoko_hama@jcom.home.ne.jp

お知らせ
千葉県最低賃金が改正

10月1日から千葉県内の事業所で働く
全ての労働者に適用される「千葉県最
低賃金」が時間額925円（従来の923
円から2円引き上げ）に改正されまし
た。詳しくはお問い合わせください

千葉労働局労働基準部賃金室☎043
－221－2328

猫譲渡会
10月4日㈰・18日㈰、11月1日㈰・

15日㈰12時～15時※荒天中止　 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
条件があります。詳しくはお問い合
わせください　 ねこわんこ☎080－
8723－9550

公契約審議会の公開
10月9日㈮10時～　 議会棟A・B

会議室　 令和3年度労務報酬下限額
についてなど　 先着5人※傍聴人は
発言の機会なし　 総務課契約検査
室・内線527

行政書士会の無料相談
10月10日㈯10時30分～13時※荒

天中止　 スカイプラザ柏ピロティ　
相続、遺言、成年後見、官公署へ

の許認可など　 無料　 ・ 千葉県
行政書士会東葛支部・岩本☎080－
1099－5660

千葉県動物愛護センター
犬のしつけ方教室

◎基礎講座　 10月13日㈫、11月
10日㈫、12月8日㈫13時30分～15
時30分※飼い犬の同伴不可　 先着5
組（1組2人まで）　 無料
◎実技講座　 10月28日㈬、11月
25日㈬、12月23日㈬9時30分～11
時30分※基礎講座の受講必須、飼い
犬同伴　 10組　 3300円

〈共通〉 ・ ・ 千葉県動物愛護セン
ター東葛飾支所☎7191－0050
認知症の方の家族のつどい「あびこ」
10月14日㈬13時30分～14時30

分　 けやきプラザ7階研修室　 介
護方法や日頃の悩みなどについての情
報交換　 認知症の方を介護している
家族、介護経験者※マスク着用、要検
温　 先着10人（要申込）　 無料　

・ 高齢者支援課☎7185－1112
猫譲渡会＆フリーマーケット

10月18日㈰10時～12時　 アビ
スタ前広場（手賀沼公園側入り口）　

イベント

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　8月末日現在

8 月の発生件数 20 件
今年の発生件数（1 月～） 146 件
前年同期比 －28 件

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

8 月の負傷者数 22 人
今年の負傷者数（1 月～） 167 人
前年同期比 －41 人

　文化・スポーツの秋にちなんで、
アビスタの展示スペースで図書館や
旧村川別荘などのさまざまな施設の
歴史や魅力を紹介します！
〇パネル展示
期間　10月19日㈪～11月5日㈭午
前9時～午後9時(初日正午～最終日
午後3時まで)※ストリートは10月
25日㈰～11月8日㈰(4面参照)
内容　アビスタ、鳥の博物館、白樺
文学館などの紹介
〇講演会  常民文化の芸術性－民
藝・民俗・民具の今日－
日程　10月31日㈯午後2時開演
場所　アビスタホール
講師　佐野賢治さん（神奈川大学教

授、我孫子市文化財審議委員）
内容　柳田國男・渋沢敬三・柳宗悦
を紹介。今後の文化資源の活用を考
えます。
定員　先着60人

　教育委員会文化・スポーツ課☎
7185－1583

〈共通〉費用　無料　
　教育委員会生涯学習課☎7182

－0511

「我孫子を知る１年」企画展示　　

　広報あびこに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の影響に
より延期・中止する場合があります。各問い合わせ先にご確認ください。
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市からのお知らせをメールで配信しています。右記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。パソコンからは、市ホームページ内「メール配
信サービス」をご覧ください。

アプリ「マチイロ」で広報
あびこが閲覧できます。
アプリは左記QRコードか
らダウンロードできます。

 【広報あびこに掲載する広告を募集】会社やお店のPRにご活用ください。広報あびこは新聞折り込みや公共施設などで配布しています。
発行部数　4万5000部　規格　1枠：縦11.5㎝ ×横8㎝　掲載料　1枠：2万円（最大3枠まで）　 ・ 　秘書広報課広報室☎7185－1269
※広告内容などは市が推奨するものではありません。

市内事業者を応援しよう！

期間　10月10日㈯～令和3年1月31日㈰
内容　日本産鳥類全種の剥製標本の収集を目標に
資料収集を進めてきました。その結果、現在まで
に日本産鳥類633種の6割ほどにあたる385種の
標本を収蔵しています。今回の特別展示では、これらの標本をできるだけ多く
展示し、多様な日本の鳥を紹介します。
入館料　300円(高校・大学生200円、中学生以下・70歳以上無料)

鳥の博物館開館30周年特別展示「日本の鳥」

▲猛
もう
禽
きん
類の標本展示

▲親鳥に餌をねだるムクドリのヒナ

オンラインで実施 ムクドリの子育て事情テーマトーク

日時　10月17日㈯午後1時30分～2時15分
講師　齊藤安行さん(鳥の博物館学芸員)
内容　ムクドリは、駅前広場などに大群でねぐらをとり騒がしいことか
ら嫌われ者にされがちです。しかし、これはこの鳥のほんの一面です。
今回は、子育てという視点からムクドリのくらしを見てみましょう。巣
箱での子育ての様子や、研究者らによって明らかにされたムクドリの子
育て事情を紹介します。
参加方法　鳥の博物館・山階鳥類研究所ホームページ（QRコード参照）から。　
費用　無料

　手賀沼と我孫子にゆかりのある白樺派や地元、全国の作家たちによる民藝作品を中心に展示します。
日程　10月16日㈮～21日㈬午前10時～午後6時（初日午後1時～）
場所　市民プラザ
費用　1000円（各種イベント含む）※高校生以下無料※半券をお持ちの方は、当日再入場可、会期
中500円で再入場可
 同時開催イベント
◎私が手掛けた40年間の色々な展覧会・イベントの歴史と裏話
日時　10月17日㈯午後3時～3時30分
講師　鈴木昇さん（手賀沼アート・ウオーク実行委員長）
◎我孫子に白樺村をつくった柳宗悦
日時　10月18日㈰午後3時～3時30分
講師　伊藤一男さん（我孫子の文化を守る会副会長）　
◎これからの手賀沼に期待すること、役割
日時　10月21日㈬午後3時～3時30分
講師　鈴木昇さん（手賀沼アート・ウオーク実行委員長）
〈共通〉 　手賀沼アート・ウオーク実行委員会☎7146－6800

手賀沼アート・ウオーク「手賀沼と民藝の心展Ⅱ」

　杉村楚人冠が書き残
した随筆と、我孫子に
残る民具などから、大
正～昭和初期の我孫子
の様子が浮かび上がり
ます。市制施行50周
年を機に、我孫子の歴
史をもっと知ってみま
せんか。
期間　10月3日㈯～令和3年1月11日㈷午前9時～午後4
時30分（入館午後4時まで）
休館日　月曜日（祝日の場合は翌平日）、12月29日㈫～
令和3年1月3日㈰
入館料　300円(高校・大学生200円、中学生以下無料)
　杉村楚人冠記念館☎7182－8578

我孫子を知る1年企画展
随筆に書かれた我孫子のむかし

▲手賀沼沿岸の水田（杉村家蔵）

▲第1回（2014年）会場風景

▲山階鳥類研究所▲鳥の博物館

広告掲載枠
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