
〈「広報あびこ」は月2回（1日・16日）発行です〉 新聞折り込みのほか、市役所や市の施設に置いています。新聞を購読していない市内在住の方には、宅配（無料）でお届けします
ので、お問い合わせください。　 　秘書広報課広報室☎7185－1269

10 	 情報ひろば・市民伝言板 	 	 No.1529   令和3（2021）年7月1日号

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

・ 7月15日㈭（消印有効）までに
登録申込書（市ホームページからダウ
ンロード可）を郵送・持参。〒270－
1192市役所子ども支援課（住所省略
可）・内線449

廃棄物基本問題調査会委員
任期9月1日から2年間　 ごみの発生
抑制を始めとした3Rの推進など　 市
内在住・在勤の方※他の審議会委員な
どとの兼任不可　 3人　 半日3500
円　 レポート　 ・ 7月26日㈪（必
着）までに住所、氏名、性別、生年月日、
年齢、職業、電話番号を明記し、 レポー
ト「ごみの発生抑制」または「集積所で
回収するごみの有料化」（800字程度）
を添えて郵送・持参。〒270－1121
中峠2264クリーンセンター☎7187－
0015

自衛官 採用試験
◎一般曹候補生　 1次…9月16日㈭
～19日㈰、2次…10月9日㈯～24日
㈰　 18歳～32歳の方　 9月6日㈪

（必着）まで
◎自衛官候補生　 18歳～32歳の方 

随時　
◎予備自衛官補　 10月2日㈯～5日
㈫　 一般…18歳～33歳の方、技能
…18歳～54歳で国家免許資格などを
有する方※資格により年齢制限あり　

9月17日㈮（必着）まで
〈共通〉 自衛隊柏募集案内所☎7163
－6884

給食調理補助員（会計年度任用職員）
任期令和4年3月31日まで※再任あ
り　勤務日時8時30分～17時（月12
日、1日4時間程度）　勤務場所つくし
野保育園　 給食の下処理や盛り付け
など　 1人　 時給930円　 随時、
登録申込書（市ホームページからダウ
ンロード可）を郵送・持参。〒270－
1192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

あらき園生活支援員
（会計年度任用職員）

任期令和4年3月31日まで※再任あり　
勤務日時平日8時30分～17時（応相
談）　 障害がある方の生活支援　
若干名　 時給1070円　 書類、面
接　 ・ ・ 電話申し込みの上、施
設見学。あらき園（新木1637）☎7185
－2459

災害時協力井戸
災害発生時など水道が断水した場合
に、市民の井戸から生活用水を提供
していただく制度です。市民や事業所
で所有する井戸のうち、災害時に利用
できる井戸を募集します。ご協力をお
願いする場合は、市と協定を締結しま
す※飲料水に使用していない井戸でも
可　 市民安全課・内線217

217 お知らせ
猫譲渡会

7月4日㈰・18日㈰、8月1日㈰・15
日㈰12時～15時※荒天中止　 市役
所駐車場　 譲渡には条件あり。持
ち込みは要事前連絡。保護犬猫の引

先着15人　 無料　 ・ 7月21日
㈬までに電話・ファクス・Eメール・
窓口で住所、氏名、学校名、学年、電
話番号を明示。ボランティア市民活
動相談窓口て・と・り・あ☎7185－
5233 7185－5243 avc@abiko-
shakyo.com

夏休みなぎなた体験教室
7月23日㈷9時30分～11時30分、

25日㈰9時～11時（1日のみ可）　 市
民体育館　 6歳以上の子どもと保護
者（成人した親子も可）　 先着4組　

500円　 飲み物、タオル　 ・
電話・Eメールで住所、氏

ふ り が な

名、年齢、
電話番号を明示。我孫子市なぎなた連
盟・中村☎090－1253－2996（SMS
可） kn.antar@gmail.com

元気の出る歴史講座
7月25日㈰14時開演　 けやきプ

ラザホール　 天皇という世界の奇跡
～外から見た日本～　 1000円（高
校生以下無料）　 日本の心を育む会・
岩渕☎090－4847－0400

夏休み科学教室2021
8月6日㈮13時～14時45分※Zo 

om使用　 ①電気を作ろう、電気で
動かそう！②宇宙線を観察しよう　

①中島多朗さん（東京大学物性研究
所准教授）②中村牧生さん（東京大学
宇宙線研究所特任専門職員）　 小学
5・6年生　 先着25人　 無料　

・ 7月26日㈪までにEメールで氏
名、学校名、学年、性別、電話番号
を明記。東葛テクノプラザ事業推進
課☎7133－0139 jigyosuishin@cc 
jc-net.or.jp
高齢者のためのなないろいきいき教室
7月28日㈬10時～11時30分　 市

民プラザ　 熱中症予防　 松井正彦
さん（㈱大塚製薬工場）　 市内在住
で65歳以上の方　 先着20人　 無
料　 ・ 我孫子北地区高齢者なんで
も相談室☎7179－7360

湖北地区公民館（コホミン）講座
◎呼吸で健康！～練功十八法～（前段）　

8月6日～11月12日の毎週金曜日15時
30分～16時30分、全12回（8月13日、
9月10日、11月5日を除く）　 音やカウ
ントに合わせて起立した状態で行う呼
吸体操　 葉山美貴さん（練功普及指
導員）　 先着20人　 6000円（別途
テキスト代1000円）　 運動できる服
装、室内用運動靴、タオル、飲み物　

・ ・ 湖北 地 区 公民 館☎7188
－4433※ホームページからも申込可

募集
放課後対策事業スタッフ サブリーダー

（会計年度任用職員）
任期令和4年3月31日まで※再任あ
り　勤務時間13時～19時、一日保育
…7時45分～19時の間でシフト制　
勤務場所各あびっ子クラブ、学童保育
室（四小・根戸小・三小・二小・新木
小学校を除く）　 放課後や長期休業
日に家庭保育ができない児童を預か
り、生活指導などを行う　 資格など
条件あり　 5人　 時給1170円　

市民のチカラまつり企画部門
我孫子市消費者の会DVD上映会
7月4日㈰13時30分～15時30分　
我孫子南近隣センターホール　 「マ

イクロプラスチックごみ－日本のリサ
イクル幻想」「終わりのない原子力災
害」　 60人　 無料　 ・ 和田☎
7183－1434

マスクdeミニ婚活　1対1ブース
7月17日㈯14時～16時　 男女1対

１でのトーク　 43歳までの独身の
方　 男女各8人程度（抽選）　 1000
円　 ・ ・ 7月11日㈰までに電話・
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
移動子育て交流スペース「cafeネスト」

7月27日㈫10時30分～12時　 カ
フェと雑貨のウイング（中峠1270の1）　

湖北地区の情報交換をしながら、子
どもや自分のことを気軽におしゃべり
しませんか　 未就園児と保護者※保
護者のみも可　 先着5組　 300円

（保険料）　 ・ 7月24日㈯までに電 
話・Eメールで住所、氏名、電話番号、
お子さんの年齢を明示。市民活動ステー
ション ☎7165－4370 abikosks@
themis.ocn.ne.jp

夏のうたざんまい
8月1日㈰14時開演　 アミュゼ柏　
愛の讃歌、メモリー、カルメン「ハ

バネラ」ほか　 吉田真澄さん、渡邊
真弓さん、八重樫節子さんほか　
200人　 2500円　 7月31日㈯ま
でに軽喫茶ぽぽら、アミュゼ柏、かし
わインフォメーションセンターほか　

ニューイヤーコンサート実行委員会・
八重樫☎7115－9691
近場で楽しむブルーベリーの摘み取り

9月上旬まで、6時～18時　 完
熟ブルーベリー農園『花

か

囲
い

夢
む

』（布佐
826）　 300円(入園料)※別途摘み
取り料216円（100g）　 ・ 野口☎
090－1815－2825（7時～20時）
https://shop.kaimu.jp/

講演・講座・教室
介護予防教室

7月14日㈬・28日㈬10時～12時　
アビスタ　 要介護を予防する簡単

な体操　 渡部佳代子さん（介護予防
指導士）　 無料　 タオル、飲み物、
動きやすい服装　 我孫子南地区社会
福祉協議会☎7185－5117

中高生ボランティア体験教室
①オリエンテーション　 7月26日㈪
9時30分～12時　 我孫子南近隣セ

ンター
②ボランティア体験　 8月3日～26
日の火～木曜日の間で1日（11日㈬を除
く）、13時30分～18時　 市内（集合・
解散はて・と・り・あ）　 子どもから
高齢者まで誰もが集まる居場所づくり

（看板や畑づくりなど）を地域の子ども
や大人と行う　 各日3人

〈共通〉 ①・②に参加できる市内在住・
在学の中学・高校生　 先着30人　

無料　 ・ 7月16日㈮までに電 
話・Eメール・窓口で住所、氏

ふ り が な

名、学
校名、学年、電話番号、希望体験日（第
3希望まで）を明示（Eメールの件名は

「中高生ボランティア体験教室申込」）。
ボランティア市民活動相談窓口て・と・
り・あ☎7185－5233 avc@abiko-
shakyo.com

公募補助金説明会&
助成金活用のための講座

7月17日㈯①説明会13時30分～14
時30分 ②講座14時45分～16時30
分　 原田正隆さん（千葉市民活動支
援センター長）　 先着15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

川村学園女子大学
心理相談センター公開講座

7月18日㈰13時30分～16時10分
※Zoom使用　 「思春期の悩みへ
の支援－発達心理学の視点から－」

「思春期のストレスとマインドフルネ
ス」　 50人　 無料　 ・ ホー
ムページから。川村学園女子大学心
理センター☎7183－7165（火～金
曜日10時～15時） https://www.
kgwu.ac.jp/chiiki_sangaku/shinri_
center/

スマートフォン連続講座
7月20日㈫・27日㈫13時30分～14

時45分（全2回）　 我孫子南近隣セン
ター　 スマホを安全・安心に使うた
めの講座　 先着10人　 3000円　

・ NPO法人パソコン楽しみ隊・川
嶋☎090－2650－3917

お元気まんてん教室
7月21日㈬9時30分～11時30分　
近隣センターこもれび　 Zoomの

使い方講座　 NPO法人パソコン楽
しみ隊　 メールが使える方　 15
人　 無料　 自分のノートパソコ
ン・スマホ・タブレットのいずれか　

・ 天王台地区高齢者なんでも相談
室☎7182－4100

小学生手話体験教室
7月30日㈮9時30分～12時　 我

孫子南近隣センター　 聴覚障害者に
ついて学び、簡単な手話で交流を行
う　 市内在住の小学4～6年生　
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