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〈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

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。

月23日㈬、令和3年1月13日㈬・27日
㈬13時～、14時～（全3回）。どれみピ
アノスタジオ（若松139の7）。音符の
読めない初心者。先着10人。1100円。

遠藤☎080－5459－1597
▼年忘れ舞踊発表会　12月24日㈭12
時30分開演。湖北地区公民館。無料。

我孫子市舞踊連盟・久保田☎7189
－4364
▼室内楽コンサート　令和3年1月11
日㈷12時～16時30分。けやきプラ
ザホール。東葛地域で活動している
アマチュア演奏家の発表会。無料。
A
エ イ パ

PA柏例会・臼田☎7151－5625
▼遊ぼう1歳さん！プレリトミック♪
～音あそび、その先へ～　令和3年1月
11日㈷、2月8日㈪13時30分～、15
時～。天王台北近セ。6カ月～2歳未
満の幼児。各回10人。無料。 リトミ
ュジック☎7199－8966（HP申込可）
▼現代中国講座「中国の行方・その光
と影」　令和3年1月18日㈪13時～14
時30分。アビスタ。 三

み つ

潴
ま

正道さん
（麗澤大学名誉教授）。65人（要申込）。
1000円。スリッパ持参。 ・ ふれ
あい塾あびこ☎080－1364－0371

会員・仲間募集 やってみよう

▼中高年のピアノサークル　令和3年
1月5日㈫13時～。天王台北近セ。ピ
アノを通じて同世代の方との交流・脳
活にも。初心者でも安心。8人（要申
込）。300円。 今津☎090－2643－
6245

ンセンター☎7187－0015

お知らせ
定例教育委員会

12月23日㈬10時予定（議案内容に
より変更あり）　 水道局4階会議室　

12月17日㈭以降にお問い合わせく
ださい　 教育委員会総務課☎7185
－1110

労働・生活・健康
何でも相談会in柏会場

12月23日㈬10時～14時　 柏駅東
口Wデッキ　 専門スタッフが対応。
秘密厳守。気軽にご相談ください　

無料　 ちば派遣村in東葛実行委員
会・田中☎7179－0121

猫譲渡会＆フリーマーケット
12月27日㈰11時～13時　 アビ

スタ前広場（手賀沼公園側入り口）　
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

シルバー人材センター 入会説明会
令和3年1月8日㈮14時～15時　

我孫子南近隣センター第1会議室　
市内在住の60歳以上で働く意欲があ
る方　 先着15人　 1200円（年会
費）　 ・ シルバー人材センター☎
7188－2200

不法投棄防止 夜間パトロール実施
年末年始は河川敷・山林・農地への不
法投棄が増加する傾向にあるため、特
別監視期間としてパトロールを実施し
ます。「不法投棄はしない・させない・
許さない」という認識をもち、不法投
棄を発生させない環境づくりをするこ
とが大切です　 クリーンセンター☎
7187－0015

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 、 …講師、 …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

▼下水処理場の仕組みについて学びま
せんか？　12月20日㈰10時～15時。
北総花の丘公園（印西市）。クリスマ
スフェスタ。出展企業…水ing、メタ
ウオーターサービス、特産、西原JV。

終末処理場☎7189－6820
▼60歳からのシニアピアノ体験　12

懐かしの映画ポスター展 第20回
星になったスターたち

12月20日㈰～28日㈪9時～18時
（最終日16時まで）　 アビシルベ　

渡哲也、青山京子、カーク・ダグラ
ス、ショーン・コネリー、オリビア・デ・
ハビランド、坂田藤十郎など約30点

（提供…青柳隆久さん）　 無料　 懐
かしの映画ポスター友の会・吉澤☎ 
7184－2856

シニアがZoomに
親しむためのカフェ

12月23日㈬13時30分～15時30分
※Zoom使用　 第1部…Zooｍで世
界旅行（イタリア）に行こう。第2部…
Go To トラベル、ネット情報で国内
旅行を企画　 小酒修さん（我孫子南
まちづくり協議会）　 先着30人　
無料　 ・ 電話・ファクス・Eメー
ルで住所、氏名、電話番号を明示。
市民活動ステーション☎ 7165－
4370 abikosks@themis.ocn.ne.jp

「1日おくれのコンサート」
今年はジャスト！！クリスマス

12月25日㈮18時開演　 けやきプ
ラザホール　 「チェロ・ソナタ」（フ
ランク）、「交響曲第9番」（ベートーベ
ン）ほか　 諸岡由美子さん（チェロ）、
髙須洋美さん（フルート）、眞山美保さ
ん（オーボエ）、藤澤康子さん（ピアノ
ほか）　 1300円（前売り1000円）　

軽喫茶ぽぽら、ブックマルシェ、
チケットぴあ※12月24日㈭まで　
ムジークフロイデ・髙須☎7184－
2526
我孫子市民フィルハーモニー管弦楽団

 ニューイヤーコンサート
令和3年1月16日㈯・17日㈰14時

開演　 けやきプラザホール　 序曲
「ローマの謝肉祭」（ベルリオーズ）、
「田園」（ベートーベン）ほか　 冨平恭
平さん（指揮）、我孫子市民フィルハー
モニー管弦楽団　 無料　 ・ 1月
5日㈫までに電話・Eメールで住所、
氏名、電話番号、希望日を明示。山品
☎ 7132 － 4069 abikophil@gmail.
com※1回の申し込みで2人まで

第4回ケアラーズサロン
令和3年1月23日㈯13時～14時

※Zoom使用　 フリートーク　
きょうだい・父母・祖父母など周り
の人をケアしている方　 先着30人

無料　 ホームページから htt
ps://forms.gle/JCs5vwakQtXgD3S
b9　 川村学園女子大学・齋藤☎
7183－7085（水曜日のみ） carer.
kgwu@gmail.com

講演・講座・教室
オンライン講座 Zoomの使い方

◎リモート参加　 ①12月21日㈪②
23日㈬10時～12時※Zoom使用　
①入門編②主催者編。オンラインで顔
を見ながらコミュニケーションが取れ
るようになります
◎対面参加　 令和3年1月15日㈮
13時～16時　 市民活動ステーショ
ン　 Zoomの基礎　 カメラ・マイ
ク付きパソコン（貸し出し可）
〈共通〉 無料　 各日先着10人　
・ NPO法人パソコン楽しみ隊・坂
本☎090－2634－9226

市民体育館レッスン
◎バレトン教室　 令和3年1月8日～
毎週金曜日13時～14時
◎夜エアロ教室　 令和3年1月8日～
毎週金曜日18時30分～19時15分
◎かんたんエアロ教室　 令和3年1
月13日～毎週水曜日10時30分～11
時30分
〈共通〉 20人　 1回500円　 ・
・ 随時、市民体育館☎7137－9030

募集
小・中学校講師登録説明会

令和3年1月7日㈭9時30分～　 鎌
ケ谷市中央公民館　 東葛飾教育事務
所管内（我孫子・柏・松戸・鎌ケ谷・
流山・野田市）の小・中学校の講師を
希望する方　 千葉県教育庁東葛飾教
育事務所☎047－361－2124

住民参加型ホームヘルプ事業　
あい・あびこ コーディネーター

任期令和3年2月1日～3月31日（更新
あり、勤務開始日応相談）　勤務日時
週2・3日9時～17時（曜日応相談）　
高齢者、障害者、産後間もない世帯へ
の援助を行うための有償ボランティア
コーディネート業務　 普通自動車免
許を持ち、パソコン操作ができる方　

1人　 時給930円　 書類、面接　
勤務場所・ ・ 1月8日㈮必着で履歴
書（写真貼付）を郵送・持参。〒270－
1166我孫子1861我孫子市社会福祉協
議会☎7184－1539

環境美化推進員（ボランティア）
任期令和3年2月1日～令和5年1月31
日※募集人数に達していない場合、任
期途中の加入可　 不法投棄の通報な
ど地域の環境美化や資源の有効利用の
ための自主的奉仕活動　 40人（応募
者多数の場合は選考）　 ・ 任意様
式に「環境美化推進員」、住所、氏名、
生年月日、職業・学校名、電話番号、
環境美化に関する意見を明記し郵送・
持参。〒270－1121中峠2264クリー

イベント

納付のお知らせ

項　目 納期限（口座振替日）

上下水道料金
固定資産税・都市計画税　第3期
介護保険料 第7期
国民健康保険税 第7期
後期高齢者医療保険料 第6期

12月25日㈮

※ 支払猶予は市ホームページをご確認ください。

12 月 1 日現在 前年同月比

人口 131,714人 －532人

うち外国人 1,934人 －142人

男 64,609人 －311人

女 67,105人 －221人

世帯 59,895世帯 ＋380世帯

我孫子市の人口

　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。

　図書館と市内小学校で開催した「よむよむラリー」に参加した新木小学
校の6年生が、読んだ本の書評を書きました。ぜひご覧ください。
日時　12月24日㈭～27日㈰午前8時30分～午後9時
場所　アビスタストリート
　図書館アビスタ本館

☎7184－1110

新木小学校6年生が書いた本の書評を展示

新木小学校 横山悦子校長先生の
絵本原画展も同時開催 ！
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