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〈共通〉 ・ ・ 湖北地区公民館☎︎
7188－4433※ホームページから申
込可
お元気まんてん教室「終活のすすめ」
8 月 26 日 ㈭ 10 時 ～11時 30 分 ※

Zoom参加可　 天王台北近隣セン
ター　 生前整理でよりよく生きよう　

藤岡兼一さん（生前整理診断士）　
20人　 無料　 ・ 天王台地区高齢
者なんでも相談室☎︎7182－4100

千葉県失語症者向け
意思疎通支援者養成研修必修基礎コース
9月12日㈰～11月28日㈰（全13回）　
浦安市地域福祉センター※Zoom

使用の場合あり　 失語症がある方と
のコミュニケーションに必要な知識と
会話技術を身に付ける　 20人　
無料　 ・ 8月27日㈮までにホー
ムページから。千葉県言語聴覚士会
☎︎080－7187－2524 https://chi
ba-st.com/st/ishisotuu-shien

中高年向け再就職支援セミナー
生活・就労に関する出張相談

◎セミナー　 8月30日㈪10時～12
時　 仕事の探し方、応募書類の書き
方、面接対策など　 40歳～65歳で
求職中の方　 先着30人
◎出張相談　 8月30日㈪①13時30
分～②14時10分～③14時50分～④
15時30分～（各回30分）　 就職する
までの生活・就労に関する相談　 セ
ミナー参加者　 各回先着1人

〈共通〉 市民プラザ　 無料　 ・
企業立地推進課☎︎7185－2214

にこにこ体操教室
10月～12月の金曜日10時～11時

（全9回）※詳しい日程は9月にはがき
で通知　 けやきプラザホール　 介
護予防トレーニングセンターに登録し
ていない方　 先着30人　 1回300
円　 ・ 8月8日㈷11時30分～介護
予防トレーニングセンター（けやきプ
ラザ5階）☎︎7165－2885

募集
こども発達センター言語聴覚士

（会計年度任用職員）
任期令和4年3月31日まで　勤務時
間平日8時30分～17時（月12日）　
乳幼児の言語聴覚療法（個別・集団療
育、発達評価、保護者からの相談対
応など）　 言語聴覚士免許を有し乳
幼児の相談・療育に1年以上携わって
いる方　 1人　 時給2310円　
書類、面接　勤務場所・ ・ 登録申
込書（市ホームページからダウンロー
ド可）、レポート「自分の職種から考
える、子どもの発達支援と保護者支援
について」（800字以内）、言語聴覚士
免許証の写しを郵送・持参。〒270－
1112新木1637こども発達センター
☎︎7188－0472

「かむ子・のびる子・元気な子」
健康かみかみ弁当料理コンクール
千葉県の農産物を利用し手軽に作

れ、よくかめる子ども向きのメニュー
（材料費1人分600円前後）　 県内在
住・在学・在勤の方　 9月10日㈮

時30分（全10回）　 我孫子弓道場
（布佐下多目的広場内）　 市内在住・
在勤で18歳～65歳の初心者　 10人

（抽選）　 5000円※用具無料貸し出
し　 ・ 8月13日㈮（必着）までに、
はがき・Eメールに教室名、郵便番号、
住所、氏名、年齢、性別、電話番号
を明記。〒270－1108布佐平和台2
の20の3髙本 祝彦☎︎7189－4987
abikokyuren@gmail.com

市民のチカラまつり企画部門
◎手賀沼水生生物研究会講演会　
8月21日㈯14時～16時　 水の館研
修室　 手賀沼保全の歴史を学び、外
来種が増え水質が再び悪化している現
状と未来を考える　 浅間茂さん（千
葉生態系研究所所長）　 30人　 無
料　 ・ 半沢☎︎090－7243－6720
◎我孫子の景観を育てる会講演会　
8月28日㈯14時～16時30分　 アビ
スタホール　 手賀沼水辺利用の未来
を語る。①手賀沼地域における歴史文
化資源の掘り起こしと活用②手賀沼フ
ィッシングセンター再生とヌマベクラブ
③キタカシ暮らしづくりプロジェクト　

①野口修さん（㈱都市環境研究室代
表取締役）②永野真義さん（東京大学大
学院都市デザイン研究室助教）③平方
眞道さん（（一財）柏市みどりの基金）、萩
野正和さん（㈱connel代表取締役）　

先着50人　 無料　 ・ 8月2
日㈪～中塚☎︎090－6034－9149
abiko.keikan@gmail.com

湖北地区公民館（コホミン）講座
◎千葉伝統の技「太巻きまつりずし」　

9月12日㈰13時～15時　 カタツ
ムリ　 川合美津子さん（元学校栄養
士）　 16人（抽選）　 800円　 エ
プロン、三角巾、布巾2枚、まきす（大・
小）、食品用ラップ、飲み物、持ち帰
り用容器、筆記用具　 8月22日㈰（必
着）まで
◎季節をめぐる寄せ植え講座（秋編）　

9月16日㈭10時～12時　 大嶋陽
子さん　 16人（抽選）　 2500円　

エプロン、飲み物、筆記用具　 8
月26日㈭（必着）まで
◎ふれあい陶芸講座　 10月2日㈯・
16日㈯、11月6日㈯・20日㈯、12月
25日㈯、令和4年1月8日㈯・22日㈯、
2月12日㈯9時30分～12時（最終日は
10時～11時）※全8回　 陶芸の基礎
※事前見学会を7・8月に実施　 20
人（抽選）　 7000円　 エプロン、
タオル2枚、雑巾、持ち帰り用ビニー
ル袋、筆記用具、飲み物、汚れてもよ
い服装　 9月12日㈰まで

（消印有効）までに応募用紙（県歯科衛
生士会ホームページからダウンロー
ド可）にお弁当のテーマ、2人分の材
料、作り方、工夫した点などを記入し
写真を添え郵送・Eメール。〒261－
0002千葉市美浜区新港32の17千葉
県歯科衛生士会 chiba-dha@rapid.
ocn.ne.jp　 健康づくり支援課☎︎
7185－1126
北千葉広域水道企業団職員（地方公務員）
採用予定日令和4年4月　職種①一般
事務（上級・初級）②電気（上級）③電
気主任技術者（経験者）　 ①若干名
②3人③1人程度　 北千葉広域水道
企業団☎︎047－345－3211 http://
www.kitachiba-water.or.jp/

217 お知らせ
小・中学校　講師登録説明会

①8月6日㈮②10月30日㈯③令和4
年1月8日㈯9時30分～　 ①鎌ケ谷
市中央公民館②松戸市勤労会館③流山
市生涯学習センター　 東葛飾教育事
務所管内（我孫子・松戸・柏・野田・
流山・鎌ケ谷市）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

猫譲渡会&フリーマーケット
8月8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

猫譲渡会
8月8日㈷・22日㈰、9月12日㈰・

26日㈰12時～15時※荒天中止　 市
役所駐車場※持ち込みは要事前連絡、
保護犬猫の引き取り不可。譲渡には条
件あり　 猫里親会☎︎090－1618－
2502

ホテルマークワン「敬老の日」
無料宿泊プレゼント

宿泊日9月20日㈷　 1泊朝食付き。
ツイン5室（10人）、シングル10室（10
人）　 市内在住の70歳以上の方（抽
選）　 ・ ・ 8月15日㈰（必着）ま
でにはがきに住所、氏名、年齢（ツイ
ンの場合は2人分の氏名、年齢）、電
話番号、喫煙の有無を明記。〒270－
1176柴崎台1の9の14ホテルマーク
ワンアビコ☎︎7186－1717

まち協情報
こもれびまちづくり協議会

◎こもれびそば打ち教室　　 8月29
日㈰、9月12日㈰・26日㈰9時～　

全日程に参加できる方　 10人（抽
選）　 ①500g打ちコース5400円②
700g打ちコース6000円（全3回分）※
初心者は①　 エプロン、三角巾、タ
オル、布巾2枚、持ち帰り用容器　
・ ・ 8月13日㈮（必着）までに、往
復はがきに教室名、郵便番号、住所、
氏
ふ り が な

名、電話番号、コース名を明記。〒
270－1144東我孫子1の41の33近隣
センターこもれび☎︎7165－2011

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　

8月21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

2011
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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

▼夏休み新体操無料体験　8月5日㈭・
12日㈭・26日㈭いずれか。市民体育
館武道場。幼児15時～16時、児童17
時～18時。道具貸し出しあり。初めて
の方も大歓迎。 ・ 小山☎︎ 7103－
8218
▼あびこ市歩こう会　8月8日㈷※小
雨決行。我孫子駅発常磐快速午前8時
18分、常盤平駅着午前8時49分。松
戸市の21世紀の森。10㎞ ウオーク。
八柱駅午前中解散。300円。 鈴木☎︎
090－1404－7463
▼歌声クラブ　8月9日㉁10時～、近
セこもれび。16日㈪13時30分～、我
孫子北近セ並木。先着30人。お会い
するのを楽しみにしています。700円。

稲吉☎︎090－4027－6903
▼障害年金個別無料相談会　8月13日
㈮、9月23日㈷13時30分～17時。パ
レット柏。先着10人。無料。 ・
NPOみんなでサポートちば・本折☎︎
070－1541－7661
▼放談くらぶ「柳宗悦の父楢悦と嘉納
治五郎との関わりを探る」　8月15日
㈰14時～16時。我孫子南近セ。 竹
下賢治さん。35人。300円。 ・
我孫子の文化を守る会・佐々木☎︎
7185－0675
▼あびこ平和フェスティバル　8月20日
㈮・21日㈯。市民プラザ。20日11時～
映画「日本の青空」、短歌創作。21日13
時30分～弾き語り「平和と希望」、14時
～講演「日本の平和と米中対決」。展示多
数。無料。 中村☎︎090－3964－3111
▼グーグルのクロムブックとは　8月
22日㈰または27日㈮14時～15時30
分。市民プラザ。低価格のタブレット・
パソコン？ある学校ではiPadの後継に
採用。500円。 今泉☎︎090－4715
－2905
▼夏祭りぽっくるライド　8月29日㈰
10時～12時。流山おおたかの森駅前。
ランバイク（ストライダー、バランス
バイクなど）を使用した夏祭りイベン
ト。300円。 もりぽっくる・中垣☎︎
090－4455－9855

会員・仲間募集 やってみよう

▼毛筆の美しさを！　月2回㈪午後。
市内施設。初めての方にも丁寧な指導
で書（漢字、かな、硬筆）がますます
楽しくなります。初心者見学歓迎。
2000円。 2000円。教材費別。
白友会1・桑原☎︎7183－3870

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　6 月末日現在

6 月の発生件数 14 件
今年の発生件数（1 月～） 118 件
前年同期比 +11 件

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

6 月の負傷者数 14 人
今年の負傷者数（1 月～） 136 人
前年同期比 +14 人
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