
令和3年（2021年）広

報

令和4年度から12年間の基本構想が決定！令和4年度から12年間の基本構想が決定！

未来につなぐ
心やすらぐ水辺のまち

我・孫・子
各施策を効果的に推進するための

横断的な取り組み

　令和4年度からのまちづくりの方向を示す新たな基本構想が決定しました。基本構想では、将来都市像とその実現に向けた8つの基本目標、基本目標を達
成するための基本施策などを示しています。詳しくは市ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。　 　企画課・内線270

まちづくりの共通目標（将来都市像）

◆市民とともにつくる協働によるまちづくり
◆効率的・効果的な行財政運営
◆戦略的なシティプロモーション

子ども・教育
健康福祉

安全・安心

都市基盤・公共交通

産業・観光

環境

生涯学習・文化
・スポーツ

男女共同・人権・
平和・国際交流

子どもと子育てに
あたたかい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

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

活力あふれ にぎわいの
あるまちづくり

人と自然が共生する
環境にやさしいまちづくり 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

人と文化を育むまちづくり

妊娠・出産・子育てへの支援、
子どもの成長に応じた発達支
援、魅力ある学校づくり、心
豊かにする体験・活動

地域福祉、健康づくり、高齢
者・障害者福祉、生活支援

防災・減災対策、浸水対策、
防犯対策、消防力の強化、交
通安全

適正な土地利用、住環境の保全
とまちなみの魅力向上、公共交
通の利便性向上、道路・公園の
整備、下水道の整備、安全な
水道水の安定供給

企業立地、就労支援、商工業
振興、農業振興、交流・関係
人口の拡大

地球環境・自然環境・生活環
境の保全

男女共同参画、人権尊重社会、 
平和社会、国際交流・多文化
共生

生涯学習、歴史文化財の保存・
継承と文化の振興、スポーツ
の振興

　令和16年には、市の人口は現在より1万人近く減少し約
12万2000人になると国立社会保障・人口問題研究所が推計しています。
市では若い世代の定住化策に取り組むことで少しでも人口減少を防ぎ、
令和16年の目標人口を推計よりも1000人多い12万3000人としました。

　少子高齢化と人口減少に伴い、歳入の根幹である市民
税が減少、歳出では大きな割合を占める社会保障費の増加が見込まれて
います。また、公共施設の老朽化対策も進める必要があるなど、財政運
営は厳しい状況です。

　これまで築いてきた市民と市
が協働で進めるまちづくりを継承しながら、少子高齢化や人口減少に対応
し、歳出の抑制と歳入の確保に努め、誰もが住みたい・住み続けたいと思
える、快適で活力ある持続可能なまちづくりを着実に進めていきます。

 〜基本構想を策定するにあたって〜 今後、基本計画と実施計画を策定していきます
　市では、基本構想、基本計画、実施計画の3つを合わせて総合計画とし
ています。今後、12年間の基本構想のうち、前半6年間の前期基本計画
と、令和4年度〜6年度までの第1期実施計画を策定します。
　引き続き、市民や有識者などで構成する総合計画審議会で審議してい
ただくとともに、パブリックコメントなどを通じて皆さんの意見を伺っ
ていきます。

（年度）

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
基本構想 令和4年度〜15年度の将来都市像、基本目標、基本施策
基本計画 前期基本計画 後期基本計画

実施計画

第1期
第2期

第3期
第4期

第5期
第6期

基本計画は、取り組む内容
と取り組みに対する目標値
などを示すものです。

実施計画は、具体的な3カ年
の実施内容を示すものです。

それぞれの枠の
上が基本目標で、下が基本施策うなぁ。

市民の皆さんへ
感染症対策にご協力を
千葉県からの協力要請
【5月11日㈫まで延長】

新型コロナワクチン接種については最終面をご覧ください

●大型連休中も不要不急の外出は自粛
●会話をするときはマスク着用
●飲食時は昼夜や場所を問わず黙食・少人数で
●飲食を主とする店舗でのカラオケの利用自粛

▼
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将来目標人口

財政の見通し

持続可能なまちづくりを進めるために
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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

消防本部・署
消防長

総務課 消防職員や消防庁舎施設の管理、消防の基本施策の企画など
予防課 火災の予防、消防用設備の設置指導など
警防課 消防団員や消防団施設の管理、救急講習の指導など

ちば北西部消防指令センター 119番通報などの通信指令業務

西消防署
（つくし野分署）

水槽付き消防ポンプ自動車2、はしご付き消防自動車、化学消防ポン
プ自動車、救助工作車、高規格救急車3、指揮車、救助艇
布施、久寺家、根戸、つくし野、台田、船戸、白山、緑、本町、寿、我
孫子、並木、泉、栄、若松、高野山、東我孫子、岡発戸、下ケ戸、天王
台、柴崎、柴崎台、青山台、青山、南青山、日の出、北新田

東消防署
（湖北分署）

水槽付き消防ポンプ自動車3、高規格救急車2
都部、下ケ戸、岡発戸、湖北台、中里、中峠、中峠台、古戸、日秀、新
木、南新木、新木野、江蔵地、布佐、布佐1丁目、布佐酉町、都、布佐
平和台、新々田、相島、浅間前、布佐下新田、三河屋新田、大作新田

消防組織法
第18条第3項

消防団
団長

副団長 第1方面隊　隊長 第1分団 ☆本町・白山・つくし野・我孫子など
第2分団 ☆栄・寿・泉・並木・若松・緑
第3分団 ☆柴崎・柴崎台・並木・我孫子など
第4分団 ☆青山・青山台・南青山・日の出など

第2方面隊　隊長 第5分団 ☆下ケ戸・東我孫子・天王台など
第6分団 ☆岡発戸・都部・湖北台
第7分団 ☆高野山・天王台・我孫子

第3方面隊　隊長 第8分団 ☆根戸・台田・つくし野・船戸など
第9分団 ☆久寺家・つくし野
第10分団 ☆布施・久寺家

副団長 第4方面隊　隊長 第11分団 ☆中峠・中峠台・湖北台
第12分団 ☆中峠
第13分団 ☆中里・湖北台

第5方面隊　隊長 第14分団 ☆古戸・中峠
第15分団 ☆日秀・中里
第16分団 ☆新木・日秀
第17分団 ☆新木・新木野・南新木

副団長 第6方面隊　隊長 第18分団 ☆布佐・江蔵地・新木野・新木
第19分団 ☆布佐・布佐下新田・布佐平和台など

団本部付け団員 第20分団 ☆布佐・布佐1丁目
第21分団 ☆布佐・都・布佐酉町

市の消防組織・体制 市政ふれあい懇談会
〜ご意見をお聞かせください〜

　市民の皆さんの意見を市政に反映させるため、市政ふれあい懇談会を開催し
ます。市の政策や自分が住んでいる地区の皆さんの意見や要望を聞く良い機会
です。若い世代（20代・30代）の方、学生の方もぜひご参加ください。
日時・場所・主な地区テーマ　下表参照
共通テーマ　令和3年度に実施する主な事業

　秘書広報課☎7185－1714

日時 場所 主な地区テーマ

5月15日㈯ 10時〜12時 我孫子北近隣センター
並木本館

手賀沼公園久寺家線・公園坂通
りについて

5月22日㈯ 10時〜12時 布佐南近隣センター 水害対策について
14時〜16時 新木近隣センター 移動販売車について

5月23日㈰ 10時〜12時 湖北台近隣センター 消防施設整備について
14時〜16時 近隣センターこもれび 水害対策について

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場合があります。

国の認定を受けた特定創業支援等事業
実践創業塾
～創業の知識を本格的に学ぶ4日間コース～

日時　5月30日㈰、6月13日㈰・27日
㈰、7月11日㈰午前9時15分〜午後5時
場所　アビスタミニホール
内容　専門家による講義や創業者の事
例紹介などのほか、グループワークで
起業・創業に必要な知識を学ぶことが
できます。受講者には法人設立時の登
録免許税の軽減、創業関連保証額の拡充、市の創業支援
補助金の補助対象資格など、さまざまな特典があります。
対象　起業・創業を目指す方、創業して5年以内の方
定員　先着20人　費用　8000円

・ 　5月27日㈭までに電話・ファクス・Eメールで住所、氏名、電話番号、
Eメールアドレスを明示。NPO法人ACOBA☎7181－9701 7185－2241
acoba@key.ocn.ne.jp

▲昨年度の修了生の皆さん

マイナンバー業務の休日開庁（事前予約制）
予約　電話で市民課☎7185－4326(平日午前9時〜午後5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申請（予約不要）・交付（要予約）、電子証明書の更
新（要予約）
申請時の持ち物　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を各1点※①がない場合は通知カードと②から2点で
も可）※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

※通知カードは提出後返却できません。必要な方は事前に写しをお取りください。
※15歳未満の方が申請する場合、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。
※代理人によるマイナンバーカードの受け取りには、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

開庁日時 予約開始日時
5月22日㈯9時〜15時 5月7日㈮9時〜
5月30日㈰9時〜15時 5月18日㈫9時〜
6月12日㈯9時〜15時 6月2日㈬9時〜
6月27日㈰9時〜15時 6月16日㈬9時〜

　10月31日㈰に予定していた「第27回手賀沼エコマラソン」は、新型コロナ
ウイルス感染症の収束の見込みがつかず、参加者・関係者の安心・安全を確保
できないことや、適切な人員配置が困難であることから、中止を決定しました。
　楽しみにしていた皆さんには申し訳ありませんが、次回大会がより魅力的な
大会となるよう努めます。

　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1604

第27回手賀沼エコマラソン 中止

　消防体制は、常備消防の消防本部（1本部2署2分署）と非常勤公務員の消防団
（1団本部・6方面隊・21個分団）で組織されています。   　
　消防団員は「自分たちの住む街は自分たちで守る」という精神に基づき、自
分の仕事を持ちながら、消防職員とともに市民の皆さんの生命や財産を守るた
めに活動しています。また、火災などの災害に対応するための訓練に取り組ん
でいます。※災害に強い街づくりのために、地域で活躍する消防団への参加を
お待ちしています（市内在住・在学・在勤で18歳以上の男女）。

　消防本部警防課☎7181－7701

　「寄付型私募債」を発行した㈱湖北台産業の
「地域の福祉などに役立ててほしい」という意
向に基づき、㈱京葉銀行から寄付金の贈呈が
ありました。「寄付型私募債」は、銀行が私募債
を発行する企業から受け取る手数料の一部を
拠出し、私募債発行企業が寄付先として指定
する地方公共団体などへ寄付を行うものです。　　
　頂いた寄付金は、市が実施する社会福祉事業などに活用します。

　財政課・内線300

株式会社湖北台産業の意向に基づき
株式会社京葉銀行が寄付金を贈呈

　外来種である「コブハクチョウ」による稲の食害が増えて困っています。
　コブハクチョウをはじめ、野生鳥獣は自然の中で自ら捕食し、その生態の中で
生息することが本来の姿であるため、餌付けにより個体数が増えて生態系に影響
が出ることも懸念されますので、餌やりは絶対に行わないようお願いします。

　農政課☎7185－1481

農業被害が増えています
コブハクチョウに餌を与えるのはやめましょう

表の凡例

所属名　　☆主な管轄区域

表の凡例 所属名
主な装備品
主な管轄区域

mailto:acoba@key.ocn.ne.jp
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【エコルック推進期間】　地球温暖化対策・省エネ推進のため、5月1日〜10月31日までを「エコルック推進期間」としています。職員のエコルック（ノーネクタイ・ポロシャツなど）
での勤務にご理解をお願いします。　 　総務課・内線232

写真が動く！ AR機能付き観光ガイドブック
A

ア ビ

BI R
ロ ー ド

OADを改訂！
　嘉納治五郎の銅像やキャンプ・釣り堀・乗馬などのアウ
トドア情報、市内宿泊施設など新たに内容を追加しました。
　25本の動画で市内の魅力を紹介！アビシルベや水の館な
どで配布するほか、市ホームページからもご覧いただけま
す。※英語・韓国語・中国語（簡体・繁体）版あり

　あびこの魅力発信室・内線235

5月は「消費者月間」
“消費”で築く新しい日常　

　新型コロナウイルス感染症の影響により、心理的に不安定な状態になってい
る消費者につけ込む悪質商法などの消費者被害が発生しています。こうした社
会情勢の変化に適切に対応できるよう、市では消費生活講座・消費生活相談な
どで啓発活動や消費者被害の未然防止に努めています。
◎消費生活に関する電話相談
消費生活センター☎7185－0999（相談専用）※平日、第2・4土曜日午前10時
〜午後5時30分（祝日・年末年始を除く）
◎弁護士による消費者問題無料相談会（東葛6市合同）
　借金問題・出会い系サイト・金融商品など消費者問題全般についての無料相
談会を開催します。
日にち・場所　下表参照　時間　午前10時〜午後4時
対象　東葛6市に在住・在勤の方※どこの会場でも相談可
定員　各会場12人※相談時間1人60分

　5月6日㈭午前9時30分〜希望する会場に電話または来所※土・日曜日、祝
日を除く

　我孫子市消費生活センター☎7185－1469

日にち 開催市 場所 問い合わせ先

5月15日㈯ 柏市 柏市消費生活センター
（中央体育館管理棟1階）

柏市消費生活センター
☎7163－5853

5月18日㈫ 松戸市 松戸市役所
議会棟3階第2会議室

松戸市消費生活課
☎047－366－7329

5月19日㈬ 野田市 野田市役所2階中会議室1・2 野田市消費生活センター
☎7123－1084

5月20日㈭ 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市役所1階相談室1・2 鎌ケ谷市消費生活センター
☎047－445－1240

5月21日㈮ 流山市 流山市消費生活センター
（流山市役所第2庁舎2階）

流山市消費生活センター
☎7158－0999

5月22日㈯ 我孫子市 我孫子市消費生活センター
（アビイクオーレ2階）

我孫子市消費生活センター
☎7185－1469

5月は「さわやか環境月間」
清潔で安全・快適なまちにしよう！　

◎歩きたばこは禁止
　道路など公共の場所での歩きたばこは市内全域で禁止です。各駅周辺の重点
地区では、違反者に2万円以下の過料が科せられます。
◎犬のふんは持ち帰ろう
　飼い犬を散歩する時は、ふんの処理用具を携行し、ふんをした時は直ちに処
理しなければなりません。放置すると2万円以下の過料が科せられます。
◎ポイ捨てはやめよう
　駅前広場・幹線道路・空き地などへのごみのポイ捨てが後を絶ちません。1
つのごみが他のごみを呼び、ごみの山となってしまいます。自分が出したごみ
は持ち帰り、ポイ捨てはやめましょう。
◎自動販売機の適正利用
　自動販売機設置業者は条例に基づき、空き缶などのポイ捨て防止のため、自
動販売機の横に回収容器を設置しています。家庭ごみなどを投入しないようご
協力をお願いします。

　クリーンセンター☎7187－0015

5月は「自転車安全利用推進強化月間」
自転車を安全に利用しましょう　

　千葉県では、「ちばサイクルール」を活用した交通ルールの順守と交通マナー
の向上を促進することで、自転車乗車中の交通事故防止と利用者による危険・
迷惑行為の防止を図っています。

【ちばサイクルール】
自転車に乗る前のルール
●自転車保険に入ろう　●点検整備をしよう　●反射器材を付けよう　●ヘル
メットをかぶろう　●飲酒運転はやめよう
自転車に乗るときのルール
●車道の左側を走ろう　●歩いている人を優先しよう　●傘さし・スマホ使用
などの「ながら運転」はやめよう　●交差点では安全確認をしよう　●夕方か
らライトをつけよう

　市民安全課・内線485、我孫子警察署☎7182－0110

ふるさと納税返礼品協力事業者を募集
　市外在住でふるさと納税として寄付を頂いた方に対し、市の魅
力発信につながる商品やサービスなどの返礼品を提供いただける
事業者を募集しています。
　応募要件など詳しくは市ホームページ（QRコード参照）をご覧
ください。

　財政課・内線300

2021手賀沼チームラン・キッズラン
うなきちカップ　協賛企業・出店企業を募集

　うなきちカップは子どもから大人まで約1000人が
来場するイベントです。一緒にイベントを盛り上げ、
手賀沼周辺の活性化にご協力ください。詳しくは市
ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。
日時　11月27日㈯※雨天決行、荒天中止
場所　手賀沼親水広場
協賛企業の募集
協賛内容　協賛金（一口5000円）、物品提供（飲料・ノベルティなど）
特典　大会冠、チラシへの記載、ブース出店、チームラン参加枠の提供など
出店企業の募集
内容　飲食・物品販売など　定員　先着10店舗程度　費用　700円

〈共通〉
・ 　6月15日㈫までに申込書（市ホームページからダウンロード可）を

郵送・ファクス・Eメール。〒270－1166我孫子1684教育
委 員 会 文 化・ スポ ー ツ 課 ☎ 7185 － 1604 7185 － 1760
unakichicup@city.abiko.chiba.jp※事前に中止が決定した場合
は返金・返品します。

遊具うんどう教室 ボランティアを募集
　市内3公園（天王台西公園・湖北台中央公園・布
佐南公園）で開催している遊具うんどう教室で、
遊具の使用方法や健康づくりの運動などを紹介す
るボランティアを募集します。
対象　講習会などに参加し、遊具うんどう教室な
どで活動できる方
◎講習会
日時　5月31日㈪午後1時30分〜3時30分※雨天時6月7日㈪
場所　天王台西公園　費用　無料
持ち物　動きやすい服装・運動靴、マスク、タオル、帽子、飲み物

・ 　5月28日㈮までに高齢者支援課☎7185－1112

クリーン手賀沼推進協議会
第36回手賀沼写真コンクール 作品募集

テーマ　手賀沼と周辺の自然環境、手賀沼と
のふれあい
応募規定　令和元年5月1日以降に撮影した横
位置写真で、他のコンテストに応募していな
い自作品※1人3点まで
表彰　最優秀賞、優秀賞、入賞（受賞者には
7月ごろ通知）※別途、全応募作品の中から
2022年版てがぬまカレンダー作品を選出　

・ 　5月10日㈪〜6月30日㈬必着で、作品の裏面に応募票（水
の館などで配布。市ホームページからダウンロード可）を貼付し
郵送・持参。〒270－1146高野山新田193水の館内手賀沼課☎
7185－1484※詳しくは市ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。

▲第35回最優秀賞「涼をとる」
（赤津忠さん）

mailto:unakichicup@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。

夏休み期間（7月16日～8月31日）
学童保育室の入室申請

開設日時　平日…午前7時45分～午後7時（民営は延長保育あり）、土曜日…午
前8時～午後7時のうち予約があった時間※日曜日・祝日は休室
対象　保護者が就労・疾病・介護などで、家庭での保育が困難な市内小学校に
就学している児童
※一定の条件あり。詳しくは「令和3年度学童保育室入室申請案内」をご覧くだ
さい。
※すでに学童保育室に入室している児童は申請不要です。
※定員数を超える場合は入室できないことがあります。
費用　最大1万6000円※別途おやつ代・父母会費あり。減免制度あり。
　5月14日㈮までに、申請書（各学童保育室・子ども支援課で配布。市ホーム
ページからダウンロード可）に就労証明書または家庭で保育ができないことを証
する書類などを添え、各学童保育室に持参または子ども支援課に郵送・持参。
　〒270−1192市役所子ども支援課（住所省略可）・内線449

湖北台地区11自治会合同の地域活性化イベント
第13回鯉のぼりまつり

　例年は和太鼓やダンスの公演、折
り紙教室、消防車両の展示、ミニ運
動会、模擬店などのイベントを行っ
ていましたが、今年は新型コロナウ
イルス感染症の影響により、鯉のぼ
りの掲揚のみ行います。
期間　5月5日㈷まで
場所　湖北台中央公園
　湖北台自治会連合会事務局・渡部☎070−6980−6021

クリーン手賀沼推進協議会
遊覧船で手賀沼について学ぼう！

　手賀沼の歴史と現状、手賀沼で見られる生き
物についてガイドします。
日時　5月15日㈯午前10時30分～11時30分、
午後1時30分～2時30分※雨天・強風時は中止
場所　手賀沼公園内「ボートセンター小池」前
集合
定員　各回先着30人※小学生以下は保護者同伴
費用　無料

・ 　5月6日㈭～13日㈭までに手賀沼課☎7185−1484

手賀沼流域フォーラム
春の生きもの探し

　たくさんの昆虫や植物とふれあい、谷津の自
然の豊かさを分かりやすく解説します。
日時　5月22日㈯午前9時30分～正午※雨天時
29日㈯
場所　岡発戸・都部の谷津の作業小屋（「中央学
院高校」バス停から徒歩5分）集合
講師　柄澤保彦さん
定員　先着25人※小学生以下は保護者同伴
費用　無料

・ 　5月21日㈮までに電話・ファクスで、氏名、年齢・学年、電話番号を
明示。田島☎ 7188−8778

湖北台保育園子育て支援センターの愛称を募集
　現在、湖北台保育園に隣接している子育て支援施設「わくわく広場」は、湖
北台保育園とわくわく広場の複合園舎建設のため、7月1日㈭から湖北台保育
園内に移動します。
　なお、「わくわく広場」は市内に同じ名称の店舗があるため、新たに愛称を募
集します。広場に遊びに来ていただき、お子さんと一緒に愛称を応募しません
か。
対象　就学前のお子さんとその保護者
　5月22日㈯までに、にこにこ広場（アビイクオーレ2階）・わくわく広場（湖
北台保育園隣）・すこやか広場（布佐南小学校内）の応募箱に投

とう

函
か ん

。※郵送・Eメ
ール不可
　子育て支援センター☎7185−1915（平日午前10時～午後5時）

広告

我孫子アートな散歩市 第20回記念
期間　5月8日㈯～6月6日㈰
場所　アビシルベ、千葉銀行我孫子支店、けやきプラザ、アビイクオーレ、ア
ビスタ、手賀沼公園、嘉納治五郎別荘跡、杉村楚人冠邸園、志賀直哉邸跡、旧
村川別荘、水の館ほか
内容　野外彫刻展、史跡文化遺産を活用したアート、音楽イベントを開催しま
す。また、20回記念として野外彫刻作家が大きな作品づくりに挑戦します。
　チラシなどはアビシルベで配布しています。
費用　無料

　関谷☎090−4206−6242

手作りマーケット 展示販売会
日にち・場所
5月22日㈯…アビシルベ
5月22日㈯・23日㈰…アビスタ前テント
5月30日㈰～6月5日㈯…アビイクオーレ

広告掲載枠
規格　縦11.5cm×横8cm
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11.5cm×横8cm
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11.5cm×横8cm
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
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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

淡
あ わ

路
じ

　六
り っ

花
か

ちゃん
（若松・1歳 3カ月）

表情豊かでちょっと甘えん坊
☺最近は色んな赤ちゃん語で
話かけてくれて嬉しいよ☆

日時　5月15日㈯午後7時30分〜8時30分※受付7時15分〜
場所　水の館3階事務室前集合
内容　星空の見方を学ぶ講座と星空観望会※雨天・曇天の場合、星空観望会は
中止しプラネタリウムで番組鑑賞
定員　先着25人※小学生以下は保護者同伴
費用　100円（中学生以下無料）
持ち物　懐中電灯（赤色灯推奨）

・ 　5月14日㈮までに水の館☎7184－0555

星空たんけん観望会
春の星空をハイアマチュア望遠鏡で見よう！

神
じ ん

保
ぼ

　優
ゆ う

介
す け

ちゃん
（つくし野・1歳 3カ月）

はやく大きくなってね。虫とり
につれていってあげるよ！おに
いちゃんより

ここまでわかった
東アジアのガン類の渡り

テーマトーク

日時　5月15日㈯午後1時30分〜2時15分
内容　近年、日本・中国・韓国・ロシアなどの
共同研究やデータ解析で、東アジア地域のガン
類の渡りや生態の理解が大きく進みました。そ
の成果から日本の個体群の重要性も再確認され
ています。今回は日本の研究者チームが取り組
む、コクガン・カリガネ・ハクガン・シジュウ
カラガンを中心に東アジアのガン類の最新知見
を紹介します。
講師　澤祐介さん（山階鳥類研究所保全研究室研
究員）
費用　無料
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

▲山階鳥類研究所▲鳥の博物館

▲カリガネ。世界的な絶滅危惧
種で日本の飛来数もわずか300
羽。（写真提供：池内俊雄氏）

オンラインで開催

※ は予約制です。市民相談・県民相談5月

市
民
相
談

弁護士
法律相談 電話

13日㈭、18日㈫、20日㈭、25日㈫、
27日㈭9時30分〜15時30分（予約
は6日㈭8時30分〜）　秘書広報課☎
7185－1714

行政書士
相談 電話

19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〉　我孫子地区行政書士相談
事務局・山崎☎070－6482－5135

司法書士
法律相談 電話

11日㈫10時〜15時（予約は6日㈭
〜10日㈪13時〜16時）　千葉司法
書士会柏支部☎080－5901－3236

年金・労働
相談

12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 電話
21日㈮ 10時〜15時（予約は17日
㈪ 8時30分〜）　収税課☎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

市
民
相
談

人権相談

来所
（ 優先）

27日㈭ 10時〜15時　相談室（西別
館2階）　社会福祉課・内線432

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

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
19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

10日 ㈪10時 〜15時（ 先 着4組。 予
約は6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

市
民
相
談

DV 相談
（男性可）

月〜金曜日（祝日を除く） 8時30分
〜17時　社会福祉課内配偶者暴力
相談支援センター（西別館2階）☎
7185－1113

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

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

日時　5月23日㈰午前10時〜正午（受付9時30分〜）
※雨天時開催確認はホームページをご覧ください。
場所　中里市民の森
内容　火おこし体験、ロープワーク、落ち葉などを使
ってステンドグラス作りなど
対象・定員　幼稚園年長〜小学生、先着25人
費用　300円（保険料含む）
持ち物　マスク、タオル、軍手、虫よけ、飲み物など

・ 　ボーイスカウト我孫子第2団・伊藤☎080－6561－5341

ボーイスカウトとあそぼう！
ワクワク自然体験あそび

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

5

※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
マイ保育園ひろば　保育園で一緒に遊びや行事に参加したり、子
育ての悩みや不安を相談したりできます。
時間　午前10時〜11時
期間　令和4年3月まで　各園に要登録（無料、随時）

寿 つくし野 湖北台
14日㈮ 19日㈬ 26日㈬

体操集会 散歩
園庭開放　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　令和4年3月まで（8月と年末年始を除く）※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）

 出前保育
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　

6日㈭ 手賀沼公園
18日㈫ 天王台西公園

　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

項目 日程 対象・内容など
しあわせ
ママパパ学級

1・15・
29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） 24日㈪ 保健センター

4カ月児相談 11・18
日㈫ 令和2年12月生まれ

1歳6カ月児健康診査 13・20日㈭
令和元年9月27日～
11月17日生まれ

2歳8カ月児歯科健診 27日㈭ 平成30年9月生まれ

3歳児健康診査 6日㈭ 平成29年9月22日～
10月12日生まれ

5歳児歯科健診 27日㈭ 平成28年5月6日～
6月3日生まれ

離乳食教室
（4～6カ月児向け） 28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） 12日㈬ 令和2年8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。

　 各種健診と健康教室5月

開催日 場所
12日㈬ 布佐南公園＊雨天中止
18日㈫ 湖北台中央公園＊雨天中止
21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

◎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 7日㈮14時30分～16時
心の健康クラブ 31日㈪14時～16時

問い合わせ先を
ご確認ください。

　20歳以上60歳未満の方は、公的年金（国民年金・厚生年金）への加入が法律
で義務付けられています。そのため、60歳未満の方が退職したときは、厚生
年金から国民年金への変更の届け出が必要です。退職した方に扶養されている
配偶者の方も届け出が必要です。国保年金課（市役所本庁舎1階）・各行政サー
ビスセンターで手続きをしてください。
令和3年度の国民年金保険料　月額1万6610円
※納付が困難な場合には、保険料が免除になる制度があります。
※手続きが遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合や失業時の
特例審査（退職した方の所得を除外した審査）が受けられない場合があります。
　国保年金課・内線911

会社を退職した方へ
国民年金への手続きはお済みですか

広告

足にボコボコした血管
はありませんか？

№ 432

　足がだるい、むくむ、よくつる（こむら返り）などの症状があり、足の血
管がコブのようにボコボコしている人は、下

か

肢
し

静
じょう

脈
みゃく

瘤
りゅう

という病気かもしれ
ません。
　下肢静脈瘤は、立ちっぱなし・座りっぱなしの人は要注意の病気です。
他にも出産経験がある女性や、肥満・加齢の方にも発症しやすいといわれ
ています。残念ながら薬の内服で治療することはできず、症状が軽い人は
弾性ストッキングという着圧強めの靴下を履くことで症状の出現を抑えま
す。症状が強く、皮膚病変（色素沈着・皮膚潰瘍）などが出現した際は、手
術療法が適応となります。レーザーや高周波で血管内を焼いて血流をなく
す方法や、血管内に固める薬を入れて血流をなくす方法など低侵襲の方法
が主流で、傷跡もほとんど残らず、日帰り手術ができる施設も増えてきて
います。足の血管が気になる方は医療機関を受診し、下肢静脈検査をする
ことをおすすめします。         　　　　　　  

湖北台診療所　小林宏彰
　　　 　健康づくり支援課☎7185－1126

　高齢者が「近頃、体が思うように動かない」「今までできていたことが難しく
なってきた」など困ったとき、民間のサービスをすぐに利用できるよう冊子に
まとめた「高齢者のための日常生活困ったときガイド」の内容を掲載したホー
ムページ（QRコード参照）が完成しました。スマートフォン・パソコンなどか
らご覧いただけます。
※冊子は我孫子市社会福祉協議会・各地区社会福祉協議会・軽喫
茶ぽぽらで、1冊300円で販売しています。
　我孫子市社会福祉協議会☎7184－1539

「高齢者のための日常生活困ったときガイド」
ホームページが完成！

　日本赤十字社千葉県支部は「災害からいのちを守る赤十字」として、災害発
生時や感染症流行下での医療救護活動や救護物資の配布、平時には救急法講習
会および防災・減災活動の普及、赤十字ボランティアの育成などの人道的活動
に取り組んでいます。
　これらの活動は、国や県からの公的資金によらずに、皆さんからお寄せいた
だく活動資金で支えられています。赤十字活動資金へのご協力をお願いします。
　社会福祉課・内線377

赤十字活動資金へのご協力を

　皆さん（市内に住民登録がある市内在住の20歳
以上の方）の「主体的・継続的な健康づくり」を応
援するサービスです。
利用手順　①「申請用台紙」を取得…「元気ちば！
健康チャレンジち～バリュ～ネット」ホームページ（QRコード参
照）または健康づくり支援課・各行政サービスセンター・各近隣
センターで取得→②ポイントを貯める…自分で立てた目標に取り
組んだり、健（検）診や健康に関する講座などに参加し、500ポイント以上貯め
る→③「申請用台紙」を提出…健康づくり支援課へ郵送・持参またはちば電子
申請サービスから提出→④協賛店でカードを提示し特典を受ける
提出先・ 　〒270－1132湖北台1の12の16健康づくり支援課（保健センタ
ー）☎7185－1126

「あびこ健康ポイント」開始！

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



〈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

▼クラシックバレエ無料体験　5・6
月毎週㈯①10時30分〜②11時30分
〜。①幼児、児童、初心者（大人可）
②経験者。エストレーラバレエスタジ
オ（布佐）。男の子も大歓迎。 ・ 荒
井☎7189－5885（HP申込可）

会員・仲間募集 やってみよう

▼シニアアンサンブル“あすなろ”　
毎月第2・4㈮14時〜16時。湖北台市
民センター。現在団員数18人。特に
弦楽器希望※どの楽器でも可。初心者
大歓迎。 1500円。 1500円。
柳原☎080－3515－7609
▼あびこシニアクラブ 定年男性の集
まり（旧老人クラブではありません）　
毎月第3㈫。市内近セ。ボランティア、
学習、分科会（太極拳・ゴルフ・料理
など12分科会）。 1000円。 2000
円。 高橋☎090－1705－8694
▼シニア・コーラス「ネトコンセイ」　
月2回㈰午後。根戸近セほか。懐かし
い童謡・唱歌を混声合唱で。 1000
円。 2000円。 根戸混声合唱団・
奥井☎090－2536－8356

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

▼ヨガ無料体験会　①5月6日㈭13時
〜、15時〜②9日㈰9時30分〜、10
時50分〜。我孫子南近セ。体を動か
したい方も初めての方も、血行を良く
しましょう。 後藤☎080－3081－
0214
▼ペットロス相談会　5月11日㈫・
17日㈪・25日㈫・28日㈮13時〜。
我孫子南近セ。愛犬愛猫との死別。思
い出を語る。人間関係悩み相談も可。
1人30分（当日参加可）。2000円。
・ 渡邉☎090－6197－6397
▼NPO法 人 パソコン 楽 しみ 隊 市 民
ICT講座「Windows10とメールを使
おう」　5月25日㈫13時30分〜。我
孫子南近セ。Windows10でのメー
ルの利用とメールの基本。先着8人。
1500円。 ・ 濱田☎080－2534
－2539

Abiボラ・ゴールデンウイーク
プログラム

◎子どもでも読み聞かせボランティ
アになれる！　 5月5日㈷10時〜12
時　 絵本の読み聞かせボランティア
になるための基礎を学ぶ　 秋田桂子
さん（人形劇団くさぶえ）
◎アジアの子どもに絵本を届けよう　

5月5日㈷13時30分〜15時30分　
絵本に翻訳シールを貼る作業。絵本

を受け取る子どもや国の状況も学ぶ
〈共通〉 小学校高学年〜高校生　 先
着10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

我孫子市結婚相談所
マスクdeミニ婚活

◎パート1 1対1ブース婚活　 5月
15日㈯　 男女1対１でのトーク　
男性…43歳までの独身の方、女性…
独身の方　 男女各8人程度（抽選）　

5月9日㈰まで
◎パート2 ミドル婚活　 5月23日㈰ 

自己紹介、ゲーム、フリータイムほ
か　 40歳〜49歳で独身の方　 男
女各12人程度（抽選）　 5月12日㈬
まで

〈共通〉時間15時〜17時　 1000円 
・ ・ 電話・Eメールで住所、氏 

名、生年月日、電話番号を明示。我
孫子市結婚相談所あび♡こい♡ハート

（けやきプラザ11階）☎7184－8100
wedding@abiko-shakyo.com

小中学生テニス大会（硬式）
中学生…6月6日㈰、小学生…6月

13日㈰9時〜17時※雨天中止　 市
民体育館　 小学生シングルス（男子・
女子）、中学生シングルス（男子・女子）。
詳細は我孫子市テニス連盟ホームペー
ジ参照　 市内・近隣市町村在住・在
学の小・中学生　 各先着36人　
1800円　 ・ 5月13日㈭までにE
メールで住所、氏名、年齢、電話番
号、種目を明記。田中☎080－6714
－0625 info@abkta.main.jp
新木地区まち協・湖北地区社協共催

らくらく健康体操
5月26日㈬10時〜11時　 バラ

ンスボールで楽しく健康　 先着20
人　 無料　 ・ 新木近隣センター
☎7188－2010

講演・講座・教室
高齢者のためのなないろいきいき教室
5月19日㈬10時〜11時30分　 市

民プラザ　 エンディングノートを
一緒に書いてみませんか　 藤田公俊

さん（行政書士）　 市内在住で65歳
以上の方　 先着20人　 無料　 ・

5月18日㈫までに我孫子北地区高齢
者なんでも相談室☎7179－7360

理学療法士の腰痛改善教室
5月29日㈯10時〜12時　 高見沢

圭一さん、山口正貴さん（東京大学医
学部付属病院理学療法士）　 手術予
定がない40歳以上で、腰痛や足のし
びれで困っている方や腰が疲れやすい
方　 先着30人　 300円　 ・ ・

5月28日㈮までに申込書を持参。福
祉ふれあいプラザ☎7165－2881

〈 募集
トロイメルコンサート出演者

8月8日㈷14時〜16時※演奏時間
10分〜15分　 湖北地区公民館　
音楽のジャンル・楽器の種類不問　
次の全てに該当する方①市内在住・在
学・在勤で中学生以上40歳以下の方
②発表会などの出演経験がある方③使
用する楽器を持参できる方④打ち合わ
せ（代表者のみ可、6月27日㈰予定）・
リハーサル（8月7日㈯予定）に参加で
きる方　 4団体（1団体2〜8人）　
無料　 ・ 5月31日㈪（必着）まで
に申込書（市ホームページからダウン
ロード可）を郵送・ファクスまたはち
ば電子申請サービス。〒270－1166
我孫子1684教育委員会文化・スポー
ツ課☎7185－1601 7185－1760

お知らせ
法廷傍聴会

5月12日㈬13時〜16時　 事前説
明会、法廷傍聴、傍聴後の解説　
先着20人　 無料　 ・ ・ 5月7
日㈮9時〜千葉県弁護士会松戸支部☎
047－366－1211

杉村楚人冠記念館臨時休館
期間　5月11日㈫〜14日㈮※邸園は
通常どおり利用可　 杉村楚人冠記念
館☎7187－1131
5月12日は民生委員・児童委員の日

民生委員・児童委員は、誰もが安心し
て生活できる地域づくりのために活動
しています　 社会福祉課・内線649

猫譲渡会＆フリーマーケット
5月16日㈰10時〜12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
5月19日㈬10時〜11時　 我孫子

南近隣センター　 市内在住の60歳
以上で働く意欲がある方　 先着15
人　 年2400円　 ・ シルバー人
材センター☎7188－2200

イベント

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　3月末日現在

3 月の発生件数 28 件
今年の発生件数（1 月〜） 69 件
前年同期比 +1 件

3 月の死者数 0 人
今年の死者数（1 月〜） 0 人
前年同期比  －2 人

3 月の負傷者数 33 人
今年の負傷者数（1 月〜） 81 人
前年同期比 +3 人

日時　5月30日㈰午前10時〜正午
場所　アビスタ工芸工作室
内容　料理やお茶、美容などさまざまな場面で活用できるハ
ーブ。今回は、収穫しながら育てられるハーブを中心に寄せ
植えをします。
講師　瀧口律子さん（ハーバルクリエイター）
定員　先着15人　費用　3000円（材料費）
持ち物　筆記用具、ミニシャベル、エプロン、持ち帰り用袋

・ 　NPOテラス21緑の事務局☎080－9344－4378（平日・土曜日午前
10時〜午後5時※5月2日㈰〜5日㈷は休業）※留守番電話の場合は氏名、住所、
電話番号を明示

緑の講習会
ハーブの寄せ植え講座

節電しよう！ゴーヤー苗プレゼント
日時　5月8日㈯①午後2時〜②4時〜
場所　①アビスタ前広場（手賀沼公園側入り口）
②あびこショッピングプラザ
配布数　各200本（1人2本、なくなり次第終了）
※ゴーヤーの育て方、緑のカーテンの作り方、
緑のカーテンコンテストの案内あり
今年も緑のカーテンコンテストを開催し
ます！
　詳しくは広報あびこ7月1日号（予定）でお知らせします。

　エコライフあびこ・深山☎7181－5036、手賀沼課☎7185－1484

始めよう！緑のカーテン

▲令和2年度一般市民部門最優秀賞作
品（今井満さん）

広報あびこ4月16日号の訂正
　広報あびこ4月16日号1面に掲載
した「成田線の歴史」で、新木駅の
開業日に誤りがありました。正し
くは「昭和33（1958）年4月1日」で
す。お詫びして訂正します。

　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。

mailto:abikosks@themis.ocn.ne.jp
mailto:abikosks@themis.ocn.ne.jp
mailto: wedding@abiko-shakyo.com
mailto: info@abkta.main.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。

新型コロナウイルス感染症の影響により掲載内容が変更になる場合があります。最新情報は市ホームページでご確認ください。

市内事業者を応援しよう！

 市民プラザ
◆第31回ぶなの木会 油彩画展　 5
日㈷まで10時〜18時（最終日17時ま
で）　 津渡☎7184－4373
◆写生画友会第16回水彩画展　 7日
㈮〜12日㈬10時〜18時(初日13時〜、
最終日17時まで)　 鈴木☎7139－
6678
◆写心クラブ「らっく」 第12回写真展

28日㈮〜6月1日㈫10時〜18時(初
日12時〜、最終日17時まで)　 三好
☎080－2075－4358
 図書館　1日㈯〜30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
◆めるへん文庫 第10集 表紙・挿絵　
文化・スポーツ課
布佐分館ミニギャラリー
◆水彩画 日本の橋いろいろ　佐藤満

 アビスタストリート
 開館時間:9時〜21時  休館日:31日㈪
◆山田きんしんと仲間たち展　 12
日㈬まで（最終日12時まで）　 山田☎
7184－1230
◆水彩会　 13日㈭〜26日㈬（初日
11時〜、最終日15時30分まで）　
長谷部☎080－5377－1946
◆松本真弓と仲間達の絵画展　 27
日㈭〜6月9日㈬（初日11時〜、最終日
15時まで）　 松本☎090－1818－
9376
 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
◆和紙 ちぎり絵展　 12日㈬〜16日
㈰10時〜17時（初日13時〜、最終日
15時まで）　 斎藤☎7174－8183
第2ギャラリー

◆第23回 二写会写真展　 18日㈫
〜23日㈰10時〜17時（初日13時〜、
最終日16時まで）　 中森☎090－
4382－7253
第1・2ギャラリー
◆第12回ゆうかり絵画工房展　 9日
㈰まで9時〜19時(最終日14時まで)　

乗松☎7187－7680
◆我孫子アートな散歩市第20回記念

25日㈫〜6月6日㈰10時30分〜18
時(最終日17時まで)　 関谷☎090－
4206－6242
 アビシルベ　開館時間：9時〜18時
 　☎7100－0014
◆成田線開業120周年記念展示　
10日㈪まで
◆アビストリーム「アビスト de Night☆」
LIVE放送　 21日㈮18時〜19時
◆あびマルシェ「我孫子アートな散歩市

作家紹介と作品販売」　 22日㈯・23
日㈰
◆我孫子アートな散歩市第20回記念

24日㈪〜6月6日㈰（最終日15時ま
で）
 けやきプラザ県民講座・講習
◆阿波踊りでフレイル予防　 19日
㈬　 大澤和生さん（高円寺阿波踊り
グループ飛鳥連 連長）
◆免疫力を高めるためのアロマテラ
ピー　 26日㈬　 大木いずみさん

（ナチュロ アロマチカ代表）
〈共通〉時間13時30分〜15時30分　

7階研修室　 40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。

5月

接種券付きクーポン券送付状況 令和3年度中に75歳以上になる方には4月5日、65歳〜74歳の方には4月26日に接種券付きクー
ポン券を送付しました。予約はまだ開始していませんので、しばらくお待ちください。

※4月21日時点の情報です。

　

65歳以上の方の予約の流れ 現在、医療機関では予約を受け付けて
いません。医療機関へのお問い合わせ
はしないでください。

③2回分の予約を取る
2回目は、通常1回目から3週間後の同じ曜日

予約はインターネットまたは
市コールセンターからのみ可能

①クーポン券が届く（予約はできません）
接種開始まで大切に保管してください。

②予約開始案内が届く
（予約ができます）

新型コロナワクチンについては、今後、毎号お知らせしていきます。 新型コロナウイルス感染症関連情報

ワクチン接種
Q＆A

Ｑ．住民票がある市町村以外で接種を受けることはできますか？

Ｑ．90歳と82歳の夫婦ですが一緒に予約することはできますか？

Ａ．接種券付きクーポン券と予診票（1回目用）は、原則、住民票の住所に届きますが、次に該当する方は住民票がある市以外
で接種を受けることができます（住所地外接種）。基礎疾患を持つ方はかかりつけ医にお問い合わせください。それ以外の方は
接種を希望する市町村にお問い合わせください。

◎市町村への届け出を省略できる住所地外接種者…入院・入所者、基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合、災害による被害にあった方など
◎接種を受ける市町村に申請が必要な住所地外接種者…出産のために里帰りしている妊産婦、単身赴任者、遠隔地へ下宿している学生、DVなどの被害者

Ａ．今回は90歳以上が対象のため一緒に予約することはできません。一緒に予約できるのは82歳の方が対象になってからです。

ワクチン接種に関するお問い合わせ

市コールセンター　☎0570－000－981（平日午前9時〜午後5時30分）

〇予約について

市コールセンターはフリーダイヤルに変わります。電話番号は広報あびこ5月16日号または決まり次第市ホームページに掲載します。
※郵送する予約開始の案内には接種会場とフリーダイヤルの番号、予約サイトのアドレスが記載されています。

　順次送付する予約開始の案内を受け取った方のみ予約できます。予約はインターネットまたは
市コールセンターからのみ可能です。インターネットの予約サイトのアドレスは現在、準備中です。

市コールセンターへの電話が大変
つながりにくい状況となっています。
つながらない場合は、時間を置いて
再度おかけ直しください。

5月17日㈪から高齢者施設入所者以外の方のワクチン接種を開始する予定です。
ワクチンの入荷状況に合わせて、最初に90歳以上の方の予約を5月10日㈪から開始する予定です。
予約開始前の5月6日㈭ごろに90歳以上の方には予約開始の案内を郵送します。
65歳以上89歳以下の方は順次ご案内します。案内を受け取るまでは予約できませんので、届くまでお待ちください。

重要

新型コロナワクチン接種 接種対象となる全ての市民に無料で行います

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