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 図書館　1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
◆木彫水彩画 金魚の遊舞　野崎信一
布佐分館ミニギャラリー
◆めるへん文庫 原画 第2集　文化・ス
ポーツ課
 アビスタストリート
 休館日:26日㈪
◆2020+1 ミュージアム～ D

ド ベ ル

ober 
d

ダ ン

an S
ス ロ ベ ニ ア

lovenija ! ～　 20日㈫まで
（最終日12時まで）　 秘書広報課・内
線276
◆絵画展：こんな夢を見た　 21日㈬

～8月3日㈫（初日9時30分～、最終日
17時まで）　 小板橋☎7199－3508
 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
◆ペン・筆ペン 紅葉会作品展　 6
日㈫～11日㈰10時～16時（初日13時
～）　 山岸☎7174－4143
◆霞会作品展　 20日㈫～25日㈰9
時～19時（初日13時～、最終日16時
まで）　 髙橋☎7164－8865
第1・2ギャラリー
◆第7回 遊子の風展　 13日㈫～18日
㈰11時～18時(最終日17時まで)　 天

野☎7166－4969
 アビシルベ　開館時間：9時～18時
 　☎7100－0014
◆懐かしの映画ポスター展 第22回 篠
田正浩監督＆女優岩下志麻映画ポス
ター展　 3日㈯～11日㈰（最終日16時
まで）
◆アビプレ100号記念展　 12日㈪～
22日㈷（初日12時～、最終日17時まで）
※16日㈮を除く
◆アビストリーム「アビスト de Night☆」
LIVE放送　 16日㈮18時～19時
◆鳥刻の会バードカービング作品展　

24日㈯～8月8日㈷（最終日12時まで）

 けやきプラザ県民講座・講習
◆今から始める認知症予防 共想法の
すすめ　 21日㈬　 7階研修室　

大武美保子さん（ほのぼの研究所所
長）　 40人（要申込）
◆新型コロナに負けないために　 30
日㈮　 2階ホール　 辻純一郎さん

（元昭和大学医学部客員教授）　 60人
（要申込）
〈共通〉時間13時30分～15時30分　

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
ホームページをご覧ください

き取りは不可　 ねこわんこ☎080－
8723－9550

暴力団に関する相談会
7月7日㈬10時～16時　 東葛飾地

域振興事務所（松戸市）　 専門の相談
員が対応。必要に応じて警察への通報、
弁護士の紹介など　 ・ 千葉県暴力
団追放県民会議☎0120－089354

献血・骨髄ドナー登録にご協力を
7月9日㈮①10時～11時30分②13

時～16時（ドナー登録は①11時15分
②15時30分まで）　 市役所議会棟
前　 16歳～69歳で男性45㎏以上・
女性40㎏以上の方※65歳以上は60
歳以降に献血経験がある方　 献血
カード、本人確認書類（運転免許証・健
康保険証など）　 社会福祉課・内線
377

ふたつのサマージャンボ宝くじ
「サマージャンボ」と「サマージャンボ
ミニ」が、7月13日㈫～8月13日㈮ま
で発売されます。収益金は市町村の明
るく住みよいまちづくりに使われま
す。購入は県内の宝くじ売り場で！　

（公財）千葉県市町村振興協会☎ 043
－311－4162

シルバー人材センター 入会説明会
7月14日㈬10時～11時　 市民プ

ラザ　 市内在住で60歳以上の方　
先着15人　 1800円（年会費）　
・ シルバー人材センター☎7188－

2200
猫譲渡会＆フリーマーケット

7月18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

小型無人航空機による水稲防除
水稲を病害虫から守るため、無人航空
機による水稲防除を実施します。薬剤
散布中・散布直後は区域内へ立ち寄ら
ないようにご注意ください※天候など
により日時変更・中止の場合あり
◎我孫子市　① 7月19日㈪　 北
新田（柏市側）　② 7月23日㈷　
古戸、新木、中沼田、下沼田　③ 7
月24日㈯　 江蔵地　④ 7月28日
㈬　 北新田（国道6号側）　⑤ 7月
30日㈮　 浅間前　時間①～④5時～
12時ごろ⑤15時～18時ごろ※その
他、個人でのドローンなどによる薬剤

散布が7月下旬～8月下旬ごろに行わ
れる可能性あり
◎柏市　① 7月19日㈪　 新利根、
上利根、弁天下、布施下　② 7月20
日㈫　 鷲野谷、手賀、片山、第二干
拓　③ 7月21日㈬　 布瀬、金山　
時間各日4時30分～11時ごろ
◎印西市　 7月31日㈯5時～10時ご
ろ　 下沼田、相島、新々田の隣接地

農政課☎7185－1481、柏市農政課
☎7167－1143、印西市植物防疫協会
☎0476－48－2207

原子爆弾被爆者見舞金を支給
被爆者健康手帳を交付されている方

で、令和3年7月1日現在、市の住民基
本台帳に登録されている方※昨年申請
した方には申請書を送付　見舞金1万
円　 ・ 7月30日㈮までに申請書、
被爆者健康手帳の写しを郵送・持参。
〒270－1192市役所社会福祉課（住所
省略可）・内線649

白樺文学館 臨時休館
期間8月1日㈰まで※休館中は3館共通
券・2館共通年間パスポートも使用不
可　 白樺文学館☎7185－2192

令和元年房総半島台風で
自宅に被害を受けた方へ

住宅金融支援機構では災害復興住宅
融資を受け付けています　 罹

り

災
さ い

日か
ら2年間※締め切りが迫っているので
ご注意ください　 住宅金融支援機構
☎0120－086－353

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　
7月17日㈯13時～15時30分　 8

人（1人60分）　 相談したい機器　
無料　 ・ ・ 我孫子南近隣センタ
ー☎7181－1011

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

▼第6回クローバーカラオケ発表会　
7月10日㈯9時45分開演。けやきプラ
ザホール。全125曲。皆さんのご来場

をお待ちしています。無料。 渡辺☎
090－7719－9591
▼体操教室　7月22日㈷10時～11時
30分。我孫子北近セ並木。人生100
年時代を明るく元気、笑顔、爽やかに
生き抜く心と身体づくりを支援。運
動しやすい服と靴。300円。 宮下☎
080－2693－8980
▼NPO法人パソコン楽しみ隊ICT講
座「インターネットを楽しもう」　7月
29日㈭13時30分～。我孫子南近セ。
映像・音楽をパソコンで楽しみ、知識
も増やそう。先着8人。1500円。 ・

佐藤☎7183－2320

会員・仲間募集 やってみよう

▼小学生バドミントンクラブ　毎週

㈪㈬㈭17時～19時。市内小学校体育
館。みんなで楽しく練習して上手に
なろう！見学・体験大歓迎！ 1000
円。 800円(保険料)。 吉岡☎090
－6010－2722

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　5 月末日現在

5 月の発生件数 19 件
今年の発生件数（1 月～） 104 件
前年同期比 +17 件

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

5 月の負傷者数 23 人
今年の負傷者数（1 月～） 122 人
前年同期比 +21 人

7月

市制施行51周年 7月1日から
「手賀沼のうなきちさん」の石像を展示

　市制施行51周年となる7月1日から我孫子市マ
スコットキャラクター「手賀沼のうなきちさん」
の石像を市役所本庁舎入り口に展示します。
　この石像は、昨年の市制施行50周年を記念し
て制作しました。手賀沼のうなきちさんは触る
と何かとうなぎのぼりになるといわれているこ
とから、手のひらや足の裏を触れるように座っ
た姿になっていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、触
ることはご遠慮ください。

　秘書広報課広報室☎7185－1269

昭和45年7月1日に「我孫子市」になりました
　昭和45（1970）年7月1日、市制施行により我孫子町から我孫子市になり
ました（全国で565番目、県で22番目）。これを記念し、市の木に「ケヤキ」
が、市の花に「ツツジ」が指定されました。

災害時の避難情報や新型コロナワクチン情報など
メール配信サービスをご利用ください

　今号の1面で「避難情報」について掲載しましたが、避難指示などを発令した
場合、防災行政無線でお知らせします。無線が聞こえづらい場合は、メール配
信サービス「防災無線情報」やテレホン案内（☎0120－031676）をご利用くだ
さい。メール配信サービスの「保健センターだより」では新型コロナワクチン
接種情報なども配信しています。

【メール配信サービスの登録方法】
登録手順　①abiko-reg@kmel.jpへ空メールを送信（右記QRコ
ードからも送信可）②折り返し送られてくる登録案内メールに記
載されているURLをクリックし、表示画面に沿って登録
※登録案内メールが送られてこない場合は、メール受信の許可設
定（ドメイン名「@city.abiko.chiba.jp」）をし、再度空メールを送信してくだ
さい。

　秘書広報課広報室☎7185－1269

mailto:biko-reg@kmel.jp
@city.abiko.chiba.jp
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