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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。

アプリの入手と使い方」 3月26日㈮13
時30分～。我孫子南近セ。好評につ
き、続スマホの講座です。初心者歓迎。
先着8人。1500円。 郡司☎090－
8856－3343
▼シニア向け離職者訓練「基本を学べ
るマンション管理員養成科」　5月10
日㈪～8月7日㈯。日建学院船橋校。1
万円。 3月31日㈬までにハローワー
ク松戸。 高齢・障害・求職者雇用支
援機構☎043－422－7774

会員・仲間募集 やってみよう

▼あびここどもスポーツクラブ　4月
から毎週㈬15時～、16時～。アビス
タ。年少～年長。 2530円。 3月3
日㈬・10日㈬15時30分～17時、ア
ビスタ。 小野寺☎7187－1617
▼サッカー入団生募集　毎週㈯14時
～、㈰9時30分～。湖北台西小学校。
1000円。 3000円。 富☎050－
7132－ 0871 lieto2019@yahoo.
co.jp
▼歴史サークルあびこ　毎月第1・3
㈯。市内近セほか。日本や世界の歴史
をテキストに基づき楽しく学習。自由
見学歓迎。詳細はHP参照。 6000円。
佐野☎7185－6575
▼ショートテニス練習会員　毎月4
～5回。けやきプラザ。初心者歓迎。
若干名。1回200円前後(会場費を折
半)。 河内☎050－1299－6979
hirokochi@gmail.com

市役所総務課（住所省略可）　 申し込
み…総務課・内線232、職務…保育課・
内線450

142414241424449449 お知らせ
猫譲渡会＆フリーマーケット

3月21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。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
3月20日㈷13時～15時30分　 8
人（1人60分）　 無料　 相談したい
機器
◎スカイサロン「春爛

らん

漫
ま ん

・箏の名曲で
心和む一時を」　 3月28日㈰14時～
16時　 春の海、さくら変奏曲など　
樋口美佐子さん（箏）、今井忍さん

（十七絃）、横田鈴
れい

琥
こ

さん（尺八）ほか　
50人　 無料　 マスク、スリッ

パ　 3月1日㈪10時～整理券配布。
〈共通〉 ・ ・ 我孫子南近隣センタ
ー☎7181－1011
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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

▼市民発電所第1号に関する説明会　
3月6日㈯10時～。アビスタ。湖北台
で実施する太陽光発電事業について
の説明。20人。無料。 ・ （一社）あ
びこ自然エネルギー・青木☎090－
9399－1431
▼「志賀直哉の文学散歩」と「仲間達
の手賀沼」　3月25日㈭13時～。我孫
子南近セ。志賀小説と仲間たちが我孫
子をどのように描いているかを探求。
15人。200円。 ふるさと我孫子ガ
イドの会・中込☎7184－4355
▼市民ICT講座「続スマホ､ おすすめ

講演・講座・教室
あびこクラフト倶楽部
初めての編み物教室

3月25日㈭13時～15時　 かぎ針
編みでかわいい作品を作る　 開地奈
緒子さん　 15人　 参加費500円、
材料費300円　 ・ ・ 市民プラザ
☎7183－2111

硬式テニス講習会
3月27日㈯、4月3日㈯・10日㈯9

時30分～11時45分※予備日4月17日
㈯・24日㈯　 市民体育館　 市内
在住・在学・在勤の小学4年生以上　
先着16人　 1500円（全3回）　
ラケット（貸し出し可）、テニスシュー
ズ　 ・ 3月20日㈷までにEメール
に住所、氏名、年齢、電話番号を明記。
我孫子市テニス連盟・北村☎090－
2524－5214 info@abkta.main.jp
湖北地区公民館（コホミン）講座

◎呼吸で健康！練功十八法（益気功）　
4月9日～7月16日（4月16日、6月
11日・18日を除く）金曜日15時30分
～16時30分（全12回）　 関節を緩め
内臓の緊張をほぐすバランス体操　
先着20人　 6000円（テキスト代
別）　 運動できる服装、室内用運動
靴、タオル、飲み物、マスク　 ・
・ 湖北地区公民館☎7188－4433※
ホームページからも申込可

募集
介護認定調査員（会計年度任用職員）
任期4月15日～令和4年3月31日※再
任あり　勤務日時平日8時30分～17
時（月16日）　 介護認定調査訪問、
事務　 次の全てに該当する方①介護
支援専門員・保健師・看護師・理学療

法士・作業療法士・社会福祉士・介護
福祉士・精神保健福祉士のいずれかの
有資格者で実務経験が1年以上ある②
自動車運転ができる③パソコンやタブ
レット端末で文書入力ができる④1人
で訪問調査ができる（1日2・3件）　
若干名　 時給1550円　 書類、面
接　勤務場所・ ・ 3月19日㈮必着
で申込書（市ホームページからダウン
ロード可）、レポート「介護保険制度
における認定調査について」（800字
程度）、資格証の写しを郵送・持参。
〒270－1192市役所高齢者支援課
（住所省略可）・内線643
保育士・保育補助員（会計年度任用職員）
①保育士（フルタイム）　勤務時間6時
45分～19時15分のうち7時間45分　
3人　 19万6771円
②保育士（パートタイム）　勤務時間
8時30分～16時30分のうち7時間15
分　 2人　 時給1210円
③保育補助員（日中勤務）　勤務日時8
時～12時15分（週2～5日）　 8人　
時給930円
④保育補助員（時間外勤務）　勤務日
時6時45分～8時45分・16時30分～
19時15分（週2～5日）　 8人　 時
給1070円
〈共通〉任期4月1日～令和4年3月31
日（シフト制、土曜勤務あり）※再任
あり　勤務場所寿・湖北台・つくし野
保育園のいずれか　 ①②のみ…保育
士・幼稚園教諭・小学校教諭・養護教諭・
保健師・看護師・准看護師のいずれか
の有資格者、または子育て支援員研修
修了者（地域保育コース）　 書類、面
接　 申込書（市ホームページからダ
ウンロード可）、資格証の写し（①②
のみ）を郵送・持参。〒270－1192

 市民プラザ
◆アトリエpolga作品展 2021　 13
日㈯～16日㈫10時～18時（最終日17
時まで）　 平川☎7186－6966
 図書館　2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
◆手芸作品「ドールティッシュケース・
その他」　ソーイングカフェ
布佐分館ミニギャラリー
◆墨絵・書道・手編・木彫・水彩画　
作品展　シルバー人材センター
 アビスタストリート　休館日:29日㈪
 開館時間はお問い合わせください
 生涯学習課☎7182－0511
◆我孫子の歴史いろいろ　 1日㈪
17時まで　 荒井☎090－2740－

6682
◆谷津の写真展　 2日㈫～15日㈪
（初日11時～、最終日16時まで）　
今嶋☎090－6018－9458
◆文化刺

し

繍
しゅう

　 17日㈬～30日㈫（初
日9時30分～、最終日17時まで）　
菅原☎080－1010－0631
 アビシルベ　開館時間：9時～18時
 　☎7100－0014
◆久寺家中学校「つくし学級作品展」　
3日㈬まで（最終日15時まで）　
◆ビーズフラワー作品展“桜”　 22
日㈪～31日㈬（初日13時～、最終日
16時まで）
 けやきプラザ県民講座・講習
◆認知症高齢者への対応　 5日㈮　
境野みね子さん（千葉県ホームヘル

パー協議会会長）
◆地域活動のススメ～市民活動20年
を振り返って今思うこと～　 19日
㈮　 多田正志さん（NPO法人ふれあ
い塾あびこ前理事長）
◆認知症予防に役立つ投資の話　
25日㈭　 金子文夫さん（NPO法人
楽学生活協会代表理事）
〈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。

3月
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 2年 10月 6日 13
令和 2年 10月 26日 11
令和 2年 11月 9 日 11
令和 2年 11月 24日 12
令和 2年 12月 3 日 7.8
令和 2年 12月 17日 9.7

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 21 件
今年の発生件数（1月～） 21 件
前年同期比 －6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 25 人
今年の負傷者数（1月～） 25 人
前年同期比 －7人

　広報あびこに掲載している情
報は変更・中止になる場合があり
ます。
　各問い合わせ先にご確認くださ
い。

mailto:lieto2019@yahoo.co.jp
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