
12月3日は国際連合の国際デーのひとつ「国際障害者デー」です。
また、日本では毎年12月3日～9日を「障害者週間」と定めています。

作り方の出典：厚生労働省ホームページ
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農業と福祉の連携 ～地域社会の中で共に生活～
　市内では、障害のある方へ、雇用の場や軽作業などの生産活動や創作活動の場を提供する事業所が26カ所あります。
今回は、主な作業として農業を行っている3つの事業所を紹介します。　 　障害福祉支援課・内線475

　農業・加工・製品班に分かれて作業しています。農業班は無農
薬野菜、加工班はクッキーやパンなど、製品班はマスクやリース、
織り機でクッションやタペストリーを作り販売しています。

布佐845の1ヒルサイドビル丹羽103☎7199－9591

　帝人ソレイユは、農業で知的・精神障害者雇用
を専門的に担う帝人グループの特例子会社です。

高品質でリーズナブル…直販のため立派なお花が少し安いです。
作り手のストーリー…念願の就職を果たした障害者が手がけたお花です。
世界に一つしかない化粧蘭…送り先の会社名などを花の上にプリントできます。

　畑作業では白ネギの収獲や草取りなど、ハウスではネギの根切
り・皮むき・選別・梱

こ ん

包
ぽ う

など出荷調整の作業を行います。働くこ
との喜びややりがいを実感し、共有できる環境をつくっています。

　どんなに重い障害があっても、生きがいを持って
働ける施設を目指しています！

　やりがいや働く楽しさであふれる職場づくりを通
じて、ハンディキャップをもったメンバーが長く働
くことができることを目指しています！

　作業を通して責任感も養い、社会・経済的に自
立した暮らしの実現を目指しています！

チーズスティックです。 僕もよく買って帰り、 家でお
酒を飲みながら食べています。

　常に10～15品の野菜を畑で栽
培し年間100種類以上にも。 スーパ
ー、 直売所、 宅配、 ネットショップ、
帝人グループ内での対面販売やこども
食堂への寄付を行っています。

　得意なことを分担することで、 就労が
難しい方への働く場の提供と生産性を両
立しています。

　アビシェｂの野菜をもっと知っても
らって、 レストランやスーパーなどで
取り扱ってもらえるようにしたいです。

働くことを大切にしています 日々の作業の中で作物を育てることの喜びを感じています

生活介護事業所 むつぼし 就労継続支援B型事業所 アビシェ b
柴崎845の1☎7184－6258 久寺家2の1の20フェニックス203☎7113－9190

得意なことを生かしてチーム農業を行っています

帝人ソレイユ株式会社 ポレポレファーム我孫子農場　　

むつぼしは… アビシェ bは…

帝人ソレイユは…

▲昨年の様子 高度な判断や技
術を必要とする仕
立て作業も任せて
ください！

加工班のお
すすめ商品 アビシェ bの

仲間たち

クッキー作り マスク作り

　アビシェ bのネギは本当においし
い！一緒に働く方たちはいい人ば
かりで、 雰囲気がとてもいいです。
最初は慣れなかった作業もだんだ
んと上達していくのが分かるから、
やりがいを感じます。

今では自分より作
業が速いんじゃな
いかな！

代表
・谷澤さん

食用バラ（エディブル・
フラワー）栽培
とっても良い香りです！帝人ソレイユ胡蝶蘭の

特長

作業は楽しいです。 今は落花生を株から
取って、 仕分けしています。

農業班の声
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市議会定例会 開会中
日程（予定）
12月7日㈪～9日㈬　本会議（一般質問）〈午前10時開会〉
12月11日㈮　総務企画常任委員会〈午前10時開会〉
12月14日㈪　教育福祉常任委員会〈午前10時開会〉
12月15日㈫　環境都市常任委員会〈午前10時開会〉
12月16日㈬　予算審査特別委員会〈午後1時開会〉
12月21日㈪　新型コロナウイルス感染症対策特別委員会〈午後1時開会〉
12月22日㈫　本会議（採決など、閉会）〈午後2時開会〉
※日程・開会時間は変更になる場合があります。詳しくは市議会ホームページ
をご覧いただくかお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、傍聴は極力ご遠慮いただき議会
中継をご活用ください。
　議会事務局・内線242

　市民の視点で事業を見直し、より良いものにどう改善していくか公開の場で
議論します。また、行政改革推進委員の意見・評価を聞いて、傍聴者が意見を
述べる機会を設けます。
日時　12月5日㈯午前9時～午後3時50分（8時45分開場）
場所　市役所分館1階大会議室　
定員　先着15人
対象事業　行政改革推進プランの改革項目や令和2年度当初予算編成などを通
して市が課題と考えている事業（下表参照）※詳しくは市ホームページ・行政情
報資料室（市役所本庁舎1階）で閲覧できます。
実施体制　行政改革推進委員8人（学識経験者・市民委員）と市職員1人（コーデ
ィネーター）
実施結果の活用　行政改革推進委員が評価した実施結果と所管課での事業の見
直し内容を踏まえ、市の方針を決定します。
　総務課・内線216

我孫子市版事業仕分け

予定時間 対象事業 担当課

9時～9時50分 介護保険以外の高齢者向け
サービス（11事業） 高齢者支援課

10時～10時50分 お休み処
11時～11時50分 相談支援事業所の運営 子ども相談課
13時～13時50分 いじめ・悩み相談ホットライン 教育研究所
14時～14時50分 学校プール開放業務 教育委員会文化・スポーツ課
15時～15時50分 鳥の博物館の運営 鳥の博物館
※予定時間は目安の時間です。議事の進行により時間が前後する場合があります。

公表期間　12月11日㈮～令和3年1月12日㈫
閲覧場所　担当課、行政情報資料室（市役所本庁舎1階）、各行政サービ
スセンター、アビスタ、湖北地区公民館、市民プラザ、各図書館分館、
各近隣センター、市ホームページ
意見の提出方法　意見書（各閲覧場所、市ホームページに用意）に記入の
上、公表期間中に①担当課へ郵送・ファクス・持参②ちば電子申請サー
ビス③閲覧場所の窓口に提出または備え付けの意見書投

とう

函
か ん

箱に投函

パブリックコメント　　　　　　　　　　ご意見をお聞かせください

令和3年度予算の編成過程を公開
趣旨　新規事業の内容や事業費、採択状況などの過程を公開し予算編成
に生かすもの※期間中随時更新
提出先・ 　〒270－1192市役所企画課（住所省略可）☎7185－14 
26 7183－0066

子育て支援施設の設置および管理に関する条
例の一部改正（案）
趣旨　私立保育園など2カ所での地域子育て支援拠点事業の実施（予定）
に伴い、すくすく広場とすこやか広場の設置を廃止するもの
提出先・ 　〒270－1192市役所保育課（住所省略可）、子育て支援セ
ンター☎7185－1915 7182－8080

市民課（市役所本庁舎1階）
マイナンバー業務の休日開庁 要事前予約

予約　電話で市民課☎7185－4326（平日午前9時～午後5時）
開庁日時 予約開始日

12月12日㈯午前9時～午後3時 12月2日㈬午前9時～
令和3年1月23日㈯午前9時～午後3時 令和3年1月5日㈫午前9時～
令和3年1月31日㈰午前9時～午後3時 令和3年1月13日㈬午前9時～
内容　マイナンバーカードの申請（予約不要）・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時は下記の持ち物が必要です。
持ち物　通知カード、住民基本台帳カード（お持ちの方）、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

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

※①がない方は、通知カードと②から2点でも申請できます。
※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の受け取りは、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693 

ごみの持ち込みは予約制
年末の受け入れは12月28日㈪まで

　予約の受け付けは搬入希望日の2週間前からです。予約した方以外は搬入で
きませんのでご注意ください。できる限り集積所での収集にご協力をお願いし
ます。
予約受付時間　平日午前8時30分～午後5時
※予約は先着順です。受付開始後すぐに予約することをお勧めします。
搬入希望日 12月21日㈪ 12月22日㈫ 12月23日㈬ 12月24日㈭ 12月25日㈮ 12月28日㈪

受付開始日 12月7日㈪ 12月8日㈫ 12月9日㈬ 12月10日㈭ 12月11日㈮ 12月14日㈪
※予約は1時間単位（午前8時30分～、9時30分～、10時30分～、午後1時～、2時～）
　クリーンセンター☎7187－0015

12月10日～令和3年1月3日 年末年始特別警戒取り締まり期間
市内一斉防犯パトロール

日時　12月10日㈭午後7時～※雨天時11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
※感染症対策のため例年と集合場所と時間が異なりますのでご注意ください。
※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 

12月10日～12月19日冬の交通安全運動 
～ハイビーム　こまめに活用　事故防止～

　年末は、日没が1年で最も早く日の出も遅いことから、夕方から明け方にか
けて交通事故が増加する傾向にあります。運転者は早めのライト点灯、歩くと
きや自転車に乗るときには反射材用品や明るい服装を着用し、交通事故を防止
しましょう。また、年末は忘年会などで飲酒の機会が多くなります。家庭や職
場で、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」を徹底させましょう。
【運動の重点目標】
①夕暮れ時や夜間・明け方における交通事故防止
・ハイビームの上手な活用
・反射材用品を着用しましょう。
②飲酒運転の根絶　自転車も車両です。飲酒運転は禁止です。
・飲酒運転は、ひき逃げなどの重大犯罪を誘発します。
・二日酔いによる運転の防止
　我孫子警察署☎7182－0110、市民安全課・内線485

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周年協賛事業　
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～事業所の方へ～
給与支払報告書（総括表）を発送

　令和3年度給与支払報告書（総括表）を、令和2年度中に特別徴収している事業
所の方へ11月30日に発送しました。従業員が普通徴収のみの事業所には発送し
ていません。
提出期限　令和3年2月1日㈪
※なるべく1月25日㈪までに提出をお願いします。

　課税課・内線365

12月は大気汚染防止推進月間
節電に努めましょう。 暖房は室温20℃をめどに設定し、重ね着などの工夫

を心掛けましょう。 暖房機器やガス給湯器などの買い替え時には、環境負荷
の少ない機器を選びましょう。 外出時は、自転車や公共交通機関の使用に努
めましょう。 自動車の購入時などには、低公害車を優先して選びましょう。

誰にでも今すぐ始めることができるエコドライブを心掛けましょう。
　手賀沼課☎7185－1484

私道提供者の固定資産税を軽減
　土地を私道として新たに提供した場合、幅員や利用形態により固定資産税を
軽減しますので申告してください。ただし、敷地内の通路や敷地延長部分は除
きます。
軽減される私道の要件（いずれか）
◎公道から公道に通り抜けできる私道　◎建築基準法により、公道から後退（セ
ットバック）した土地　◎袋小路の場合は幅員が4ｍ以上で、そこを通らなけれ
ば公道に出られない家屋が2戸以上あり、通行制限をしていないもの
対象　現に私道として利用している土地の所有者
税額軽減時期　令和3年度課税分から

・ 　12月25日㈮までに申告書（課税課で配布）、私道の所在・面積が分かる
書類または測量図を郵送・持参。〒270－1192市役所課税課（住所省略可）・内
線339

【小学1年生・中学1年生】
◎指定校以外への就学を希望する方…学区外就学願または区域外就学願と住民
票を郵送・持参してください。
◎私立学校入学者…私立小・中学校への入学が決定した方は、入学を証明する
書類の写し（合格証・入学許可書など）を郵送してください。

【小学1年生のみ】
◎入学準備金支給希望者…入学準備金の申請期限は12月28日㈪必着です。希
望する方は申請書を郵送・持参してください。

・ 　〒270－1166我孫子1684教育委員会学校教育課☎7185－1268

令和3年4月入学予定のお子さんがいるご家庭へ
該当する方はお早めに手続きをお願いします

　12月10日～16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。拉致問題をはじめと
する北朝鮮当局による人権侵害問題は、国際社会を挙げて取り組むべき課題の
1つです。解決に向けて、国際社会と連携しながら北朝鮮の人権侵害の実態を
解明していく他、一人一人がこの問題について関心と認識を持つことが大切で
す。詳しくは「政府　拉致問題対策本部」（ http://www.rachi.go.jp/）をご
覧ください。拉致被害者ご家族からのメッセージも掲載しています。

　社会福祉課・内線432

北朝鮮による人権侵害問題を考えよう

　AIRAではユネスコの寺子屋活動（全ての子どもたちが学校に通えるように、
また成人女性の識字率が向上することを目標とした運動）に協力するために、
書き損じはがきを募集しています。
　世界には、貧困や紛争などで学校に行けない子どもが約1億2100万人、教
育を受ける機会がないまま大人になったため、文字の読み書きができない人が
約7億7300万人います。書き損じはがき募金は、私たちにできるユネスコ活
動への小さな協力です。皆さんのご協力をお願いします。
回収場所　①各行政サービスセンター②アビスタ③市民プラザ④アビシルベ⑤
AIRA事務局（③～⑤は常時設置）※宛名や住所は塗りつぶしてお持ちください。

　我孫子市国際交流協会（AIRA）事務局☎7183－1231

書き損じはがき　ユネスコ募金
令和3年2月28日までキャンペーン期間

　人間は、誰でも「幸福な生活を送る権利」を持っています。この権利が人権
で、人間らしく生きていくために、なくてはならない権利です。
　市では、法務大臣から委嘱されて活動している人権擁護委員が中心となり、

「特設人権相談所」を開設します。人権問題（いじめ、親子・夫婦・扶養・相続
などの家庭問題、借地・借家・名誉・信用・差別・嫌がらせなど）に関する悩
みを抱えている方、思い切って相談してみませんか。

　社会福祉課・内線432

新型コロナウイルス感染症に関する人権の配慮をお願いします
　新型コロナウイルス感染症に関連して、昼夜を問わず、最前線で検査や治
療などにご尽力されている医療従事者の方、また生活物資の輸送など社会機
能の維持に貢献してくださっている方がいる中、これらの方やその家族が不
当な差別的取り扱いを受けるなどの事例が報道されています。こうした方を
傷つけるような不当な差別や偏見は決してあってはなりません。不確かな情
報に惑わされたり、必要以上に恐れたりすることなく、一人一人がお互いを
思いやり、冷静に行動していただくようお願いします。

12月4日～10日　人権週間　
みんなで築こう 人権の世紀
～考えよう　相手の気持ち　
　　　未来へつなげよう　違いを認め合う心～

※ は予約制です。市民相談・県民相談12月

市
民
相
談

弁護士
法律相談 電話

3日㈭、10日㈭、15日㈫、17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

16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

8日㈫10時～15時（予約は2日㈬～
7日㈪13時～16時）　千葉司法書士
会柏支部☎080－5901－3236

年金・労働
相談

9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
18日㈮ 10時～15時　収税課相談
室（本庁舎1階）（予約は14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
21日㈪ 13時30分～（予約は18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

14日 ㈪10時 ～15時（ 先 着4組。 予
約は10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

若者就労相談
21日 ㈪13時30分 ～16時30分　 我
孫子北近隣センター並木本館〈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

http://www.rachi.go.jp/
http://www.city.abiko.chiba.jp/
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〈ご利用ください〉▶防災行政無線放送テレホン案内（放送内容の確認）☎0120－031676　次の放送がされた場合は、情報が入れ替わります。

日時　12月12日㈯午後2時～3時30分
内容　日本の鳥の種構成は固有種が多いと
いう島国の特徴だけでなく、氷河期に大陸
と地続きになったことによる大陸的な特
徴も併せもつユニークなものです。近年の
DNA研究の成果から見ても、その世界的
にまれな特徴がより際立ってきています。
さらには、日本列島で種分化した鳥が大陸
に進出することで、日本列島が種多様性の
起源地として自然史的に重要な役割を果たしてきたという新しい視点も
お話しします。
講師　西海功さん（国立科学博物館動物研究部）
参加方法　鳥の博物館ホームページから

▲日本とその周辺にのみ分布する
オオセッカ

月夜のドライブは要注意
～アマミヤマシギの交通事故について～テーマトーク

日時　12月19日㈯午後1時30分～2時15分
内容　奄美群島の固有種であるアマミヤマシ
ギは森林性のシギ科の鳥です。昼間は森の中
にいてめったに見かけませんが、夜になると
道路のような開けた場所に出てきます。その
ため交通事故に遭いやすいのですが、不思議
なことに事故件数は月夜に増加します。アマ
ミヤマシギの生態を調べ、この謎に迫ります。
講師　水田拓さん（山階鳥類研究所保全研究室長）
参加方法　鳥の博物館ホームページ、山階鳥類研究所ホームページから

▲夜の道路上にたたずむアマミヤマシギ

杉村楚人冠の随筆「湖畔吟」現代表記版シリーズ
好評販売中

　かつての『アサヒグラフ』の連載随筆
「湖畔吟」は、杉村楚人冠が我孫子に定住
後に書きはじめたもので、全国の読者に
我孫子の名を知らしめた記念碑的作品で
もあります。
　杉村楚人冠記念館では、これを読みや
すい現代表記に改め理解しやすい注解を付して再刊し、今年シリーズ3冊が完
結しました。楚人冠の文章を読みながら、我孫子のむかしに思いをはせてみま
せんか。
◎『湖畔吟　現代表記版注解付』モノクロB5判148ページ
◎『続湖畔吟　現代表記版注解付』モノクロB5判147ページ
◎『続々湖畔吟　現代表記版注解付』モノクロB5判169ページ付録総索引付き
価格　各600円
販売場所　杉村楚人冠記念館、白樺文学館、教育委員会文化・スポーツ課、行
政情報資料室

　杉村楚人冠記念館☎7187－1131

シリーズ「我孫子を愛した文人たち」 
　白樺文学館と杉村楚人冠記念館がアビシルベと協力

して作成した動画（QRコード参照）を配信中です（各館全10
回、1回10分程度）。
　各館の学芸員がそれぞれのテーマについて楽しく語りま
す。これを見れば我孫子の文人たちに詳しくなれること間違いなし！ぜひ
ご覧ください。
◎白樺文学館「なぜ白樺派が集まったのか？」
内容　白樺派とは何か、白樺派の代表的人物である志賀直哉や柳宗悦、武
者小路実篤と我孫子の関わりなどについて語ります。

　白樺文学館☎7185－2192
◎杉村楚人冠記念館「ジャーナリスト・杉村楚人冠」
内容　杉村楚人冠の功績や石川啄木、夏目漱石などをはじめとする交友関
係、我孫子での生活の様子などについて語ります。

　杉村楚人冠記念館☎7187－1131

セミナー・テーマトークはオンラインで開催
申込不要　費用無料

鳥博セミナー 
日本列島の鳥の起源と進化
DNAの研究でわかった鳥たちの歴史

おうちで動画を楽しもう！
YouTubeで動画配信

 第40回郷土芸能祭 
　毎年、市内に古くから伝わる民

俗芸能と日本古来の伝統的な笛・太鼓に
よるお囃

は や

子
し

の祭典「郷土芸能祭」を実施
しています。今年は無観客で実施します
が、実施した演舞は動画（QRコード参
照）で配信します。
配信日　12月28日㈪～　ゲスト　邦楽集団「かさね」
出演　あびこふるさと会、古戸はやし連中

　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1601

千葉テレビ放送3チャンネル
シャキット！あびこナビで市の魅力を発信中！

　千葉テレビ朝の情報番組「シャキッ
ト！」の「あびこナビ」コーナーで市の
魅力を発信しています。今回は現在開
催中の山下清展を取り上げます。番組
では山下清の代表的な貼絵や市ゆかり
の貴重な作品、放浪中に使用したリュックサックなどを紹介します。
　過去の放送分はYouTube公式チャンネル（QRコード参照）でご覧
いただけます。
放送日時　12月11日㈮午前7時ごろ～

　あびこの魅力発信室・内線235

我孫子駅発着　臨時特急「踊り子号」
～熱海・伊豆・下田方面へ出かけませんか～

　我孫子駅から伊豆急下田駅まで乗り換えなしで行く
ことができます。

　JR東日本お問い合わせセンター☎050－2016－
1600
◎発着時間（全車指定席）

列車名 発駅・発時刻 着駅・着時刻 運転日

踊り子111号 我孫子
10時45分

伊豆急下田
14時23分

12月30日㈬・31日㈭、令和3年1月2日
㈯、2月13日㈯・20日㈯・27日㈯

踊り子114号 伊豆急下田
14時33分

我孫子
18時10分

12月31日㈭、令和3年1月2日㈯・3日
㈰、2月14日㈰・21日㈰・28日㈰

太鼓の和 応援プロジェクト 
　今年の和太鼓祭りは感染症拡大防止のため中止となりまし
たが、出演予定だった和太鼓や盆踊りグループの有志が市民
の皆さんへ河童音頭にのせたメッセージ動画（QRコード参
照）を配信中です。
　現在、和太鼓チームも感染症対策を行いながら、演奏を披露する機会を
楽しみに準備しています。来年の和太鼓祭りでお会いしましょう！

　和太鼓祭り実行委員会・堀尾☎070－1510－8634

杉村楚人冠記念館・白樺文学館

Twitterで情報を発信しています！
　杉村楚人冠記念館と白樺文学館で
は、イベントや企画展などの最新情
報から、杉村楚人冠や白樺派の文人
たちのくすっと笑えるこぼれ話まで、
さまざまな情報を発信しています。

　教育委員会文化・スポーツ課
☎7185－1583

◎白樺文学館
　アカウント
　@abikoshirakaba

◎杉村楚人冠記念館
　アカウント
　@sojinkan1872

ほぼ毎日呟いていますので、
ぜひフォローをお願いします！

@sojinkan1872
@abikoshirakaba
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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

緑のカーテンコンテスト 審査結果
　一般市民、企業、団体から160点、公
共施設から15点の応募があり、10月22
日に表彰式を行いました。
◎一般市民部門
最優秀賞…今井満さん　優秀賞…豊嶋昇
さん、近藤雅人さん、八木原清さん、工
藤宏子さん、大原喜美雄さん、小林鶴二郎さん、森本宜久さん、奥井瞭さん、
番場朋子さん、田中希望さん
◎企業・団体部門
最優秀賞…びっくりドンキー我孫子店　優秀賞…I

イ ム ス

MSグループ医療法人財団明
理会我孫子ロイヤルケアセンター
◎公共施設部門
最優秀賞…湖北小学校　優秀賞…我孫子第三小学校、布佐小学校

　エコライフあびこ・深山☎7181－5036、手賀沼課☎7185－1484

アビスタで学ぼう！楽しもう！
親子deミニ門松づくり～手作りで迎えるお正月～
日時　12月25日㈮午前10時～正午
定員　10組（抽選）
段ボールで作る恐竜チェア
日時　12月26日㈯午前10時～午後1時
定員　6組（抽選）

〈共通〉
場所　アビスタホール
講師　我孫子高等技術専門校（ちばテク我孫
子校）教員
対象　小学生と保護者（2人で1組）　費用　無料

・ 　12月7日㈪必着で、はがき・ファクス・ちば電子サービス（QRコード
参照）に講座名、住所、保護者と子どもの氏

ふ り が な

名、学校名、学年、日中連絡がつ
く電話番号を明記。※市内在住・在学、初めての方優先。〒270－1147若松
26の4我孫子地区公民館☎7182－0622 7165－6088

　　

　「また勝っちゃった。もっと強い相手はいないのかな？」。オンラインゲー
ムは、ツイッターなどのSNSと共に現在のネット社会での娯楽の一つになっ
ています。「オンラインスポーツゲーム」と称して、ゲームを野球やサッカー
のような「スポーツ」として捉えている人もいます。ただし、勝敗を目的と
した「ゲーム」であるため、必要以上にゲームにのめり込む、ゲーム依存症
のようなお子さんも見られます。WHO（世界保健機関）では2018年に正式
に「ゲーム障害」を疾病分類に追加し、定義を①ゲームの時間や頻度などが
コントロールできない②ゲームが日常生活よりも優先度が高くなる③友人
関係、家庭関係、学業に問題が生じる、として一定期間日常生活に支障が
生じた場合としています。その評価には学校や友人関係の悩み、家庭問題、
発達障害など、背景にある問題も重要ですので、小児科で扱えます。ゲー
ムは子どもたちにとって気楽な娯楽の一つです。ゲームとの上手な付き合  

     い方を家族も含めて一緒に考えませんか。
おおた医院（内科・小児科）　太田雪子

　　　 　健康づくり支援課☎7185－1126

「ゲーム障害」も
小児科への相談対象です

№ 428

田
た

中
な か

　翠
み

桜
お

ちゃん
（我孫子・1歳 4カ月）

物事をよく観察し落ち着いて
て愛嬌あり☆パパの帰宅時に
は最速!!笑顔でお出迎え～♡

清
し

水
み ず

　瑛
え い

翔
と

ちゃん
（南新木・1歳 2カ月）

元気いっぱいで、いろんな事
に興味をもつえいちゃん☆沢
山遊んで、大きくなってね☺

項目 日程 対象・内容など
しあわせ
ママパパ学級

3・10・
24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） 16日㈬ 保健センター

4カ月児相談 1・8日㈫ 令和2年7月生まれ

1歳6カ月児健康診査 10日㈭ 平成31年2月24日～
4月6日生まれ

2歳8カ月児歯科健診 17日㈭ 平成30年2月16日～
3月31日生まれ

3歳児健康診査 3日㈭ 平成29年5月10日～6
月1日生まれ

5歳児歯科健診 17日㈭ 平成27年10月23日～
11月30日生まれ

離乳食教室
（4～6カ月児向け） 18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） 9日㈬ 令和2年3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
18日㈮ 障害者福祉センター

　 各種健診と健康教室12月

開催日 場所
9日㈬ 布佐南公園＊雨天中止
15日㈫ 湖北台中央公園＊雨天中止
18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

※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 4日㈮
14時30分～16時

心の健康クラブ 21日㈪14時～16時

ペットボトルや牛乳パックを利用しよう！
環境工作「バードフィーダー作り」

日時　12月12日㈯午後1時～2時30分
場所　水の館3階研修室
内容　ペットボトルや牛乳パックでバードフィーダー
(鳥の餌台)を作りましょう。
定員　先着15人※小学4年生以下は保護者同伴
費用　50円（保険料）
持ち物　500mlペットボトル、牛乳パック、割り箸、はさみ、カッター、定
規、筆記用具、カラーマジック、シールなど（装飾用）

・ 　手賀沼課☎7185－1484

クリーン手賀沼推進協議会
第35回手賀沼写真
コンクール入選作品
展示会

期間・場所　◎12月11日㈮～令和3年1
月15日㈮（最終日正午まで）水の館１階手
賀沼ステーション
◎1月18日㈪～1月29日㈮（初日正午～、
最終日午後1時まで）アビシルベ

　クリーン手賀沼推進協議会事務局（手賀沼課内）☎7185－1484

素晴らしい作品をぜひ会場で
ご鑑賞ください！

▲最優秀賞「涼をとる」赤津忠さん

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

12

※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。

4日㈮ 天王台西公園
16日㈬ 柴崎台中央公園

 保育園・幼稚園などの地域子育て支援

 出前保育

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　申込不要

　保育課・内線459（平日午前8時30分～午後5時）

るんるんパーク　広場スタッフが地域の公園へ出向き体操や親子遊びをします。
時間　午前10時30分～11時　※荒天中止　申込不要

　子育て支援センター☎ 7185－1915（平日午前10時～午後5時）
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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

市民プラザ
◆つまようじアート展　我孫子東高校
図書委員会作品　 25日㈮～令和3年
1月5日㈫9時～18時（初日13時～）　

我孫子東高校☎7189－4051
 図書館　1日㈫～27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
◆編み物作品展　松永ナナ子手編み教
室
布佐分館ミニギャラリー
◆クリスマス　デイサービスたんぽぽ

 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
◆第4回　エンジョイフォト写真展　

15日㈫～20日㈰10時～17時（初日
12時～、最終日16時まで）　 吉羽
☎090－9000－1695
第2ギャラリー
◆クリスマスを彩るキルト作品展　
16日㈬～19日㈯10時～16時　 山
梨☎7183－7506
第1・第2ギャラリー
◆平和の集い～我孫子から平和を願う  

～展　 6日㈰まで9時～19時（最終
日16時まで）　 企画課・内線212
 アビシルベ　開館時間：9時～18時
 　☎7100－0014
◆「我孫子のいろいろ八景」パネル展　

4日㈮まで（最終日15時まで）
◆我孫子東高校つまようじアート展　

6日㈰～16日㈬
◆アビストリーム「アビスト de Night☆」
LIVE放送　 18日㈮18時～19時
◆懐かしの映画ポスター展第20回「星
になったスター達」　 20日㈰～28
日㈪（最終日16時まで）
 けやきプラザ県民講座・講習
◆よさこいソーラン踊りで転倒予防　

2日㈬　 藤崎成吾さん（柏健康ソー
ラン倶楽部代表）
◆健康腸寿のススメ　 16日㈬　
若山美砂子さん（千葉県ヤクルト販売
㈱食生活アドバイザー）
◆言葉が変われば心が変わる　 23
日㈬　 宮本久男さん（オフィスチャ
オ代表）

〈共通〉時間13時30分～15時30分　
7階研修室　 30人（要申込）　 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。

12月

日時　12月6日㈰午後1時30分～4時（1時開場）　場所　けやきプラザホール　費用　無料

【プログラム】
◎第1部（午後1時40分～）　広島派遣中学生報告 
　8月10日～12日、中学生9人
が被爆地・広島を訪れ、戦争や
原爆の恐ろしさ、平和の大切さ
を学びました。現地での活動と
広島で感じたそれぞれの思い、
平和への誓いを発表します。
◎第2部（午後2時55分～）
　広島派遣OGの高校生による平和を願う歌 
　平成29年、当時中学2年生で広島派遣に参加した柵

ま さ

木
き

愛
あ い

さんは、高校2年生となった現在、自身が作詞作曲し

た歌を通して、多くの人に戦争や平和についての思いを
伝える活動をしています。
◎第3部（午後3時10分～）我孫子中学校演劇部
   『戦争を知らない子どもたち』 
あらすじ
　太平洋戦争が激しさを増す中、空襲におびえながらも
日々明るく懸命に生きる健太。現代の学校に退屈しなが
ら、毎日をなんとなく生きる由希。生きている時代が違
う二人がひょんなことから入れ替わってしまう。
　戦争を知らない現代の子どもが悲惨な戦争の時代を生
きたら…戦時中の子どもが物の豊富な現代を生きたら…
戦争とは、平和とは、そして今を生きるとは…

広島派遣団長　
我孫子中学校2年　高

た か

瀬
せ

　由
ゆ

華
か

さん
　今回、実際に広島に
行くことができて、私
たち自身が見てきたも
のをそのまま伝えるこ
とが大切なのではない
かと思いました。
　戦後生まれてきた私たちは、生活して
いる中で爆弾が投下されるからおびえる
なんて考えたことはないと思います。も
っと戦争を身近に感じてしっかりと過去
を読み解くきっかけに、私たちがなれる
よう努力していきたいです。

平和の集い～我孫子から平和を願う～ 　企画課・内線212

発熱などの症状がある場合には、
まずは「かかりつけ医」に電話で相談してください。

新型コロナウイルス感染症の
感染リスクが高まる「5つの場面」

必ず事前予約をして受診

必ず事前予約をして受診

　季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行に備えた医療の提供体制は、
下記の「発熱患者などの相談・診療・検査の流れ」となります。

発熱患者など

電話相談

かかりつけ医などの
地域で身近な医療機関

自院で診療・
検査できない
場合、相談窓
口を紹介

近くの発
熱外来を
案内

自院で診療・
検査可能な場合

かかりつけ医がいないなど
困った時は相談窓口に連絡

　我孫子市および近隣市の新型コロナウイルス感染症の
感染者が増加しています。
　10月23日に、新型コロナウイルス感染症対策分科会
から、『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言があり
ました。新型コロナウイルス感染症から、あなたと身近
な人の命を守れるよう、日常生活を見直してみましょう。

近くの発熱外来を案内

 相談窓口 
◎発熱相談センター（千葉県）
　※24時間対応
●12月5日㈯午前8時まで
　☎ 0570－200－613
●12月5日㈯午前8時以降
　☎ 03－6747－8414
◎市の健康相談窓口
●健康づくり支援課
　☎7185－1126（平日午前8時
　30分～午後5時）
　※祝日・年末年始を除く
◎発熱相談医療機関（下記の千葉
県ホームページQRコード参照）

※医師の判断に応じて検査へ

※医師の判断に応じて検査へ

〇飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低
下する。また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。
〇特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時
間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。
〇また、回し飲みや箸などの共用が感染のリスクを高める。

場面① 飲酒を伴う懇親会など

〇長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜の
はしご酒では、短時間の食事に比べて、感染リス
クが高まる。
〇大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり
飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。

場面② 大人数や長時間におよぶ飲食

〇マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感
染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。
〇マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなど
での事例が確認されている。
〇車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。

場面③ マスクなしでの会話

〇狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉
鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。
〇寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染
が疑われる事例が報告されている。

場面④ 狭い空間での共同生活

〇仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切
り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染
リスクが高まることがある。
〇休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事
例が確認されている。

場面⑤ 居場所の切り替わり

まずは身近な医療機関に電話相談

千葉県ホームページ
 「熱があるときは」

※11月18日現在の情報です
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〈市民伝言板の申込方法〉　広報あびこ1月1日号は掲載がありません。1月16日号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、12月7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

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。

〈共通〉 ・ ・ 我孫子南近隣センタ
ー☎7181－1011

新木地区まちづくり協議会
◎新木ふれあいあわんとり　 令和3
年1月10日㈰11時30分～14時※雨天
決行　 新木小学校　 正月飾りたき
上げ※新型コロナウイルス感染症の影
響により食べ物などの振る舞いは行い
ません　 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

▼あびショップ　12月6日㈰・7日㈪
10時～18時（最終日17時まで）。イ
トーヨーカドー我孫子南口店エントラ
ンス。手作り品、雑貨、アクセサリー、
木工品など。 齋藤☎090－7178－
2924
▼アートDEクリスマスチャリティー
12月12日㈯14時開演。湖北地区公
民館第1学習室。音楽とアートでチャ
リティーを。無料。 柏オールソウル
ズゴスペルクワイア・奥富☎080－
5685－6041
▼楽してアプリ間の手間のかかる操作
を自動化して楽しもう　12月13日㈰
または18日㈮14時～16時。湖北台
近セ会議室1。1200円。テキストは
会計後メール送付。 今泉☎090－
4715－2905

会員・仲間募集 やってみよう

▼きものリメイク　12月10日㈭、令和
3年1月27日㈬天王台北近セ。12月17
日㈭、1月7日㈭新木近セ。9時30分～
16時。各4・5人。1回1500円。ほど
いた着物、裁縫道具、昼食、上履き持参。

・ 佐藤☎090－4063－4293
▼ガールスカウト千葉県第45団　毎
月2回程度、㈯または㈰。市内近セほ
か。6歳～小学生の女の子。見学・体
験可。12月13日㈰クリスマス会など。

1500円。 井上☎080－5508－
6627

付）を郵送・持参。〒270－1166我
孫子1861我孫子市社会福祉協議会☎
7184－1539

お知らせ
猫譲渡会

12月6日㈰・20日㈰、令和3年1月
17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
認知症の方の家族のつどい「あびこ」
12月9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の情報交換　

認知症の方を介護している家族・介
護経験者※申込制に変わりました　
10人　 無料　 ・ 高齢者支援課
☎7185－1112
シルバー人材センター入会説明会
12月11日㈮13時30分～14時30

分　 湖北地区公民館第3学習室　
市内在住の60歳以上で働く意欲のあ
る方　 先着15人　 1200円（年会
費）　 ・ シルバー人材センター☎
7188－2200
交通遺児家庭への見舞金および
勉学奨励金などの交付

陸上交通事故で保護者を失った市内の
家庭（交通遺児家庭）に対し、歳末た
すけあい見舞金および交通遺児援護基
金見舞金を交付します。令和3年4月
に小・中学校へ入学、また3月に中学
を卒業する方がいる世帯には、勉学
奨励金なども交付しています　 ・
12月11日㈮までに我孫子市社会福祉
協議会☎7184－1539

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　
12月19日㈯13時～15時30分　

8人（1人60分）　 無料　 相談した
い機器
◎お正月の生け花　 12月27日㈰
14時～16時　 柴田香

こ う

蒲
ほ

さん　 20
人　 2500円　 雑巾、花ばさみ（お
持ちの方）　 12月20日㈰まで

癒しのクリスマスはいがが？
12月19日㈯14時開演　 アミュゼ

柏　 「G線上のアリア」「幻想即興曲」
ほか　 伊津野志保さん（ソプラノ）、
眞山美保さん（オーボエ）、脇野真樹さ
ん（バイオリン）、五木田綾さん（ピア
ノ、電子チェンバロ）　 2000円　
軽喫茶ぽぽら、アミュゼ柏、セブンイ
レブンほか　 いかがコンサート実行
委員会・眞山☎080－5697－9326

滝前不動　新春竹宵
◎竹灯籠ライトアップイベント　 12
月19日㈯16時～18時※荒天中止　
合唱、歌舞伎舞踊、地元バンドとお
箏による演奏、干支入り竹灯籠予約
受付（17時30分～18時、先着60人、
1000円※受け渡しは令和3年1月12
日㈫10時～12時）
◎竹灯籠ライトアップ　 12月19日
㈯～令和3年1月11日㈷16時30分～
22時

〈共通〉 滝前不動（岡発戸1271）　
米澤☎090－6503－2084

講演・講座・教室
お元気まんてん教室

12月9日㈬10時～12時　 天王台
北近隣センター　 笑いヨガ。みんな
で一緒に笑いましょう！　 藤本祐子
さん（ラフターヨガティーチャー）　
15人　 無料　 ・ 天王台地区高
齢者なんでも相談室☎7182－4100

人生100年時代の
心の健康作りセミナー

◎感染症とメンタルヘルス　 12月
15日㈫　 石丸昌彦さん（放送大学教
授、精神科医師）
◎食を起源とする大規模な病害につい
て　 12月22日㈫　 吉村悦郎さん

（東京大学名誉教授、放送大学教授）
〈共通〉時間13時30分～15時30分　

けやきプラザ7階研修室　 先着60
人　 無料　 ・ NPO法人ACOBA
いきいき生活倶楽部まほろば☎7181
－9701

地域防災サポーター養成講座
令和3年1月6日㈬・11日㈷、2月2

日㈫10時～16時　 けやきプラザ7
階研修室、介護実習室　 災害への備
え、新型コロナウイルス感染症によっ
て変わる防災について、地域防災の組
織と実体など　 50人（うちオンライ
ン25人）　 500円　 ・ 12月21
日㈪までにファクス・Eメールで住所、
氏名、電話番号、Eメールアドレス、
受講方法を明記。NPO法人ACOBA
☎7181－9701 7185－2241 ac

oba@key.ocn.ne.jp
新木地区まち協・湖北地区社協共催

　らくらく健康体操
令和3年1月7日㈭13時30分～15

時　 ふらりえ新木野（新木野3の5の
3）　 山口江美さん　 先着10人　

無料　 新木近隣センター☎7188
－2010

第23回市民後見人養成講座
①令和3年1月10日㈰②1月17日㈰

③2月7日㈰・14日㈰9時30分～16時
30分（全4回）　 ①柏スカイルーム

（柏市柏2の5の8）②我孫子南近隣セ
ンターホール③市民プラザ　 成年後
見人制度の基礎知識、関係制度・法律、
市民後見人活動など　 東葛6市に在
住・在勤で20歳以上の方　 先着45
人　 6000円　 1月8日㈮までに電
話・ファクス・Eメールで講座名、住所、
氏名、電話番号、Eメールアドレスを
明示。認定NPO法人東葛市民後見人
の会☎ 7137－9393（月・日曜日
は不可） kouza@t-shimin-kouken.
org　 西沢☎090－3534－0223
湖北地区公民館（コホミン）講座

◎スタインウェイのピアノを弾きませ
んか？ Vol.3　 令和3年1月30日㈯
9時～、10時30分～、12時～、13時
30分～、15時～、16時30分～、18
時～（各回1時間15分）　 ホールを貸
し切り、知り合いに憧れの音色を聴か
せてみませんか。※ホールでは座席を
指定、参加人数は125人以内　 7組

（抽選）　 1000円　 ・ ・ 1月9
日㈯までに湖北地区公民館☎7188－
4433※ホームページからも申込可

就活セミナー
令和3年1月15日㈮①13時～14時

10分②14時25分～15時35分　 松
戸市勤労会館　 ①応募書類の書き方
②面接準備※②終了後に個別相談会あ
り（15分程度）　 15歳～44歳で就職
希望の方　 各先着10人　 無料　

筆記用具、雇用保険受給資格者証（お
持ちの方）　 ・ 松戸市商工振興課
☎047－711－6377 mcsyoukou@
city.matsudo.chiba.jp

募集
我孫子市社会福祉協議会

臨時職員
任期令和3年2月1日～3月31日（更新
あり）　勤務日時平日8時～16時　勤
務場所移送サービス事務所（寿2の27
の41）　 移送サービス事業のコーデ
ィネート業務　 65歳以下の方　 1
人　 時給960円　 書類、面接　
・ 12月18日㈮までに履歴書（写真貼

イベント

　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。

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　10月末日現在
10 月の発生件数 28 件
今年の発生件数（1 月～） 190 件
前年同期比 －36 件

10 月の死者数 0 人
今年の死者数（1 月～） 3 人
前年同期比  +2 人

10 月の負傷者数 33 人
今年の負傷者数（1 月～） 220 人
前年同期比 －47 人

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3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２年 7 月 14 日 8.1
令和２年７月 20 日 7.7
令和２年８月 24 日 9.1
令和２年８月 28 日 13
令和２年９月 17 日 12
令和２年９月 28 日 11

mailto:acoba@key.ocn.ne.jp
mailto:acoba@key.ocn.ne.jp
mailto:kouza@t-shimin-kouken.org
mailto:kouza@t-shimin-kouken.org
mailto: mcsyoukou@city.matsudo.chiba.jp
mailto: mcsyoukou@city.matsudo.chiba.jp
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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。

ジャパンラグビートップリーグ
プレシーズンマッチ

NECグリーンロケッツ
×

キヤノンイーグルス

市内事業者を応援しよう！

 【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。

ジャパンラグビートップリーグ 
NECグリーンロケッツを応援しよう！

　NEC我孫子事業場に活動拠点がある
NECグリーンロケッツは、我孫子市と柏
市の両市と、ラグビーを通して地域振興
や地域貢献に取り組む連携協定を締結す
ることになりました。

　NECグリーンロケッツは、7月1日、市民文化スポーツ栄誉章の受賞
者に決定した太田治さんが監督時代、日本選手権で優勝した古豪のラグ
ビーチームです。

日時　12月12日㈯午後1時～3時
場所　柏の葉公園総合競技場
定員　先着3500人（新型コロナウイルス
感染症対策のためエリア指定）
入場料　800円（インターネット販売）
　プレイガイド「Ticket RUGBY」また
は「チケットぴあ」※詳しくは市ホームペ
ージをご覧ください。
　秘書広報課広報室☎7185－1269

日時　①令和3年1月31日㈰午後2時～4時（キ
ヤノンイーグルス戦）②2月7日㈰午後2時～4時
（日野レッドドルフィンズ戦）
場所　柏の葉公園総合競技場
対象・定員　市内在住の方、各
25組50人※計100人（抽選）
　12月2日㈬～12月25日㈮
午後5時までに市ホームページ
から
　秘書広報課広報室☎7185－1269

12月12日㈯プレシーズン
マッチ当日に「協定調印式」

年を越えて

NECグリーンロケッツを応援！
我孫子市民を無料でご招待!!

今回の協定を
記念して！

今回の協定を
記念して！

　NECグリーンロケッ
ツの選手から愛される天
王台「山田屋精肉店」の
特製弁当などが広報か
しわ12月1日号で紹介
されています。
　選手と同じお弁当を食
べて、NECグリーンロ
ケッツを応援しよう！

◀広報かしわ

広告掲載枠
規格　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

会社やお店のPRにご活用ください

広告掲載枠
規格　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

会社やお店のPRにご活用ください
広告掲載枠

規格　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

会社やお店のPRにご活用ください
広告掲載枠

規格　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

会社やお店のPRにご活用ください

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