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星野市長の肖像画は、我孫子市美術家協会会長の山田きんしんさんに描いていただきました。

8月2日㈪から移動スーパーが巡回！
　㈱カスミと協力し、商業施設から離れた地域や高齢化率の高い地域に移動スーパーが巡回します。各地点では
15分～20分程度販売を実施します。
◎移動スーパー出発式　日時　8月2日㈪午前9時～　場所　市役所議会棟前　 　高齢者支援課・内線396

新型コロナウイルス感染症
基本的な感染症対策の徹底を

お願いします
●不要不急の外出自粛　●マスク着用
●こまめな手洗い　●3密回避　など
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② みんなの広場「風」
ビニールハウス 火曜日 11時10分

③ 特別養護老人ホーム
つくし野荘 火曜日 11時35分

④ 久寺家近隣センター 火曜日 12時

⑧ 根古屋団地 水曜日 11時5分
⑨ めいとケア

ステーションこほく 水曜日 11時25分
⑩ 法岩院 水曜日 11時50分
⑪ 老人福祉センター

つつじ荘 金曜日 13時55分
⑫ つばめ保育園 金曜日 14時20分
⑬ 特別養護老人ホーム

和楽園 金曜日 14時40分
⑭ 古戸会館 金曜日 15時10分

⑲ 湖北台ケアガーデンワカバ 水曜日 14時15分
⑳ ツクイあびこ湖北台 水曜日 14時40分
㉑ 特別養護老人ホーム

アクイール 水曜日 15時5分
㉒ 鈴木駐車場 水曜日 15時35分
㉓ シルバーホーム

サンライズヒルズ 金曜日 10時20分

⑤ 栄団地 火曜日 10時10分
⑥ むつぼし生活支援

センター 金曜日 11時25分

㉔ あらき園 月曜日 12時5分

㉕ 特別養護老人ホーム
久遠苑

月曜日 15時25分木曜日
㉖ ハーベストガーデン 火曜日 15時20分
㉗ 諏訪神社 水曜日 10時20分
㉘ 日秀団地 水曜日 10時40分
㉙ グループホーム

南新木のおうち 木曜日 12時5分

㉚
布佐・新木地区
高齢者なんでも
相談室

月曜日 10時25分

㉛ 浅間前自治会
集会所 月曜日 10時50分

32 布佐平和台
自治会館 月曜日 11時15分

33 布佐台自治会
集会所 月曜日 11時35分

34 グループホーム
アンダンテ 木曜日 10時25分

35 布佐中央集会所 木曜日 10時55分

36 ご隠居長屋
和楽久　布佐 木曜日 11時15分

37 実武道会館 木曜日 11時40分

⑮ 江蔵地自治会館 月曜日 14時40分木曜日

⑯ 新木団地自治会
青年館

月曜日 15時木曜日
⑰ アビ―サあらき野 火曜日 14時30分
⑱ ふらりえ新木野 火曜日 14時55分

株式会社カスミと包括連携協定を締結
　㈱カスミ（本社：茨城県つくば市、
代表取締役社長：山本慎一郎）と相互
の緊密な連携と協力により、市民サー
ビスの更なる向上や地域の一層の活性
化を図ることを目的に協定を締結しま
した。
　これまで、保育園や小学校での食育活動や我孫子産農産物の推進
などにご協力いただいていましたが、今後は移動スーパーの運営や
高齢者の見守りなどを拡充し、幅広い分野で連携していきます。

　企画課・内線212

① 東陽寺 火曜日
10 時 40 分

⑦ デイサービス創 金曜日
10時55分

　6月29日に市内に3店舗を展開する株式会社カスミと包括連携協定を締結しました。
これにより、地域会議で要望があった、買い物を困難に感じている市民のための移動ス
ーパーの運行が実現しました。
　移動スーパーは、フードスクエアカスミ我孫子寿店を拠
点に、生鮮品・加工食品・日用品など約650品目を載せ、
商業施設から離れた地域や高齢化率の高い地域を中心に、
1日に7～9カ所で販売を行います。
　今後も地域の皆様の生の声を参考にしながら、誰もが安
心して暮らせるまちづくりに取り組んでまいります。

市 長　星
ほ し

野
の

　順
じゅん

一
い ち

郎
ろ う

誰もが買い物を楽しめるように

移動スーパーについて　
　フードスクエアカスミ我孫子

寿店☎︎7179－6511（午前10時～
午後5時）
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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

　県では、土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域の指定を目的として、
土砂災害で被災の恐れがある場所の地形や土地の利用状況など、市内86カ所
の現地調査を実施しますのでご協力をお願いします。
　また、土砂災害の恐れがある場所の付近にお住まいの方は、早めの避難など
土砂災害から身を守る行動をお願いします。
※予定箇所は「ちば情報マップ」でご確認ください。調査の結果、指定する警
戒区域などと異なることや指定基準を満たさないことがあります。

　千葉県河川環境課☎︎043－223－3443、千葉県柏土木事務所☎︎7167－
1373、市民安全課・内線295

土砂災害警戒区域の指定
基礎調査予定箇所の現地調査

　8月15日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」です。また、8月6日は広島
に、9日は長崎に原爆が投下された日です。それぞれの日には、戦没者・原爆
死没者の追悼と恒久平和を祈り、黙とうをささげましょう。

　社会福祉課・内線649

追悼と平和を祈り黙とうを

パブリックコメント　　　　　　　　　　ご意見をお聞かせください

「我孫子市緑の基本計画」計画期間延長（案）
趣旨　令和4年度に開始する「第四次総合計画」および「都市計画マスタ
ープラン」、令和5年度に開始する「環境基本計画」と整合性を図るため、
計画期間を令和4年度まで延長するもの
公表期間　8月31日㈫まで
閲覧場所　公園緑地課、行政情報資料室（市役所本庁舎1階）、各行政サ
ービスセンター、アビスタ、湖北地区公民館、市民プラザ、各図書館分
館、各近隣センター、市ホームページ
意見の提出方法　意見書（各閲覧場所・市ホームページに用意）に記入の
上、公表期間中に①公園緑地課へ郵送・ファクス・持参②閲覧場所の窓
口に提出または備え付けの意見書投

と う

函
か ん

箱に投函※ちば電子申請サービス
からも可
提出先・ 　〒270－1192市役所公園緑地課（住所省略可）・内線545
7185－4329

令和4年4月1日採用予定 
市職員を募集

試験日　9月19日㈰　
試験会場　中央学院大学（消防士
は市役所分館会議室）

・ 　8月10日㈫（消印有効）ま
でに、試験申込書（総務課・各行政
サービスセンターで配布。市ホーム
ページ〈QRコード参照〉からダウン
ロード可）に必要書類を
添えて、簡易書留で郵送

（持参不可）。〒270－
1192市役所総務課（住
所省略可）・内線232※詳しくは募集要領をご覧ください。

職　種 採用予定数

一
般
行
政
職

事
務
職

上級 20人程度
上級【自己推薦】 若干名
初級【障害者対象】 若干名

技
術
職

土木 若干名
土木【経験者】 5人
建築 若干名
電気 若干名

福祉総合職 7人
学芸員（鳥類） 若干名
保健師 若干名
消防士（救急救命士含む）
※採用予定数を増やす場合あり 4人

　利用可能な決済アプリは、「P
ペ イ ペ イ

ayPay」と「L
ラ イ ン

INEP
ペ イ

ay」です。支払いにはバーコ
ードが印字された納入通知書が必要です（納入期限を過ぎると利用不可）。

　水道局お客様センター☎︎7184－0116

水道料金・下水道使用料でスマートフォン決済開始

　災害対策基本法の改正に伴い、5月20日から新たな避難情報に変更となりま
した。法改正の趣旨に基づき、国土交通省が定めた水位レベルなどと合わせた
新たな避難情報の発令基準は下表のとおりです。
　市では、避難情報の発表について、水位による基準のほか、台風の襲来が予
測される場合は、前日の明るい時間帯に自主避難所や避難所を開設し、早めの
避難を呼び掛けています。

　市民安全課・内線295

　中峠亀田谷公園は、これまで土砂災害および地震の緊急避難場所に指定
されていましたが、公園の一部が土砂災害警戒区域の指定を受けたため、
土砂災害の緊急避難場所から外れました。今後は地震時のみ緊急避難場所
となります。

新たな避難情報の発令基準と
緊急避難場所の変更

主な避難情報の発令基準

警戒
レベル 新たな避難情報

基準の目安
河川の氾濫 土砂災害利根川 手賀川・手賀沼

5

緊急安全確保
すでに安全な避難ができ
ず、命が危険な状況。洪
水など危険が切迫している
場合は、最寄りの高い場
所に上がるなど、生命を守
る最低限の行動をとる。

◎利根川、手賀沼・手賀川が決
壊・越流・水が溢れた場合
◎異常な漏水・侵食の進行や亀裂・
すべりなどで決壊の恐れが高まっ
た場合
◎樋門・水門などに機能障害が発
生した場合

◎土砂災害発生
◎大雨特別警報 

（土砂災害）（警
戒レベル5相当
情報）

4
避難指示

危険な場所から全員避難
する。

基準4観測所（栗
橋、芽吹橋、取
手、押付）のいず
れかの水位

基 準 観 測所（曙
橋）の水位

土砂災害警戒情
報（警戒レベル4
相当情報）

3

高齢者等避難
避難に時間がかかる高齢
者や障害がある方などは
避難する。その他の方も
必要に応じ、避難の準備
や、危険を感じたら自主的
に避難する。

基準4観測所（栗
橋、芽吹橋、取
手、押付）のいず
れかの水位

基 準 観 測所（曙
橋）の水位

－

氾濫危険水位
（レベル 4 相当）

避難判断水位
（レベル 3 相当）

　工事期間中はご協力ありがとうございました。今後はホームエレベーターの
早期供用開始に向け進めていきます。引き続きご協力をお願いします。

　道路課・内線533

我孫子駅トイレ改修工事完了

事前予約制、定員になり次第締め切り
マイナンバー業務の休日開庁

予約　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（予約不要）
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2点※有効期限内で記載事項が最新のもの
◎本人確認書類　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・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証明書・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受け取りは、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。
※マイナンバーカードの申請は、インターネットからも可能です。

　市民課・内線693

開庁日時 予約開始日時
8月14日㈯9時～15時 8月3日㈫午前9時～
8月29日㈰9時～15時 8月18日㈬午前9時～
9月11日㈯9時～15時 9月2日㈭午前9時～
9月26日㈰9時～15時 9月14日㈫午前9時～

http://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/shinososhiki/shokuinboshu/abk-r4-syokuinnbosyu.html


No.1531   令和3（2021）年8月1日号 市 政 情 報・お 知 ら せ 3
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　今年は志賀直哉没後50年、白樺文学館開館20年です。
後期は、昨年寄贈された山田家コレクションを中心に紹介
します。
期間　8月3日㈫～11月14日㈰午前9時30分～午後4時30
分（入館4時まで）※月曜休館（休日の場合は翌平日）
入館料　300円（高校・大学生200円、中学生以下無料）
場所・ 　白樺文学館☎︎7185－2192

白樺文学館　常設テーマ
白樺派と我孫子2021（後期）

▲志賀直哉書「徳不孤」
（徳は孤ならず）

　交通災害共済は会費を出し合い、万一交通事故に遭った場合、被害の程度に
応じて見舞金が支払われる相互扶助の制度です。現在加入中の方も8月31日㈫
で共済期間が終了しますので更新をご検討ください。
※被害者への賠償金の支払いなどの備えとして、各種賠償責任保険へ加入した
上で、補完として加入することを推奨します。
加入できる方　9月1日㈬時点で市内に住民登録している方とその扶養者
共済期間　9月1日㈬～令和4年8月31日㈬
対象事故　車両（自動車・オートバイ・自転車など）や電車による事故など※交
通事故証明書などの発行費用は自己負担
年会費　1人700円
共済見舞金　死亡…150万円、傷害…2万～50万円、身体障害（1級または2級
障害）…傷害見舞金の他に50万円、交通遺児…1人につき10万円

　年会費持参の上、随時、市民安全課・各行政サービスセンター
　市民安全課（市役所地階）・内線485

加入受け付けは8月2日㈪から
相互扶助制度の交通災害共済

　7月の大雨により、静岡県や島根県など、全国各地で甚大な被害が発生し、
複数県の市町村に災害救助法が適用されました。市では、我孫子市社会福祉協
議会と協力して、被災された方への支援のため、義援金の受け付けと募金箱の
設置をしています。お寄せいただいた義援金は、共同募金会を通じて被災地へ
届けます。
期間　9月24日㈮まで
受付場所　我孫子市社会福祉協議会、各地区社会福祉協議会（我孫子北・我孫
子南・天王台・湖北・湖北台・布佐）、西部福祉センター、ボランティア市民
活動相談窓口て･と･り･あ、市役所本庁舎1階ロビー、各行政サービスセンタ
ー、各近隣センターなど

　社会福祉課・内線649、我孫子市社会福祉協議会☎︎7184－1539

令和3年7月豪雨災害による義援金
ご協力をお願いします

　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　①8月10日㈫②24日㈫各日午前10時30
分～11時30分、午後1時30分～2時30分※雨
天・強風時中止
場所　手賀沼公園内「湖上園」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

・ 　①8月6日㈮②20日㈮までに手賀沼課☎︎7185－1484

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！

いかに自分の遺伝子を残すか　
～シジュウカラの繁殖戦略～

テーマトーク

日時　8月21日㈯午後1時30分～2時15分
内容　「ほとんどの鳥類は、つがい関係を築
き、協力して子育てをする。そしてその関係は長年維
持され続ける」という人間の理想が、鳥類の実状では
ないことが常識になりつつあります。見た目の（社会
的な）父親が、必ずしも子どもの遺伝的な父親ではな
いことが多くの種で見つかったのです。
　なぜ鳥たちはつがい関係を維持しながら頻繁につが
い相手以外との子を残すのでしょうか？今回は、北海
道でシジュウカラを対象に行った野外実験から分かっ
たことをお話しします。
講師　油田照秋さん（山階鳥類研究所保全研究室
研究員）
費用　無料
視聴方法　鳥の博物館ホームページ（QRコード
参照）に掲載のリンクから動画サイトで配信

▲山階鳥類研究所▲鳥の博物館

▲巣立ち直前のシジュ
ウカラのひな

オンラインで開催
　該当するお子さんの保護者に「令和4年度小学校就学時健康診断通知書」を9
月上旬に発送します。通知が届かない、指定された実施日に受診できない、住
所を変更したなどの場合はご連絡ください。
対象　平成27年4月2日～平成28年4月1日生まれのお子さん
日程　下表参照　受付時間　午後1時～1時20分

　教育委員会学校教育課☎︎7185－1267

※駐車場がないため車での来校はご遠慮ください。

日にち 学校名
10月4日㈪ 我孫子第四小学校
10月5日㈫ 湖北小学校
10月8日㈮ 布佐南小学校
10月12日㈫ 我孫子第三小学校
10月20日㈬ 新木小学校
10月27日㈬ 我孫子第二小学校
10月28日㈭ 湖北台西小学校

日にち 学校名
11月9日㈫ 湖北台東小学校
11月10日㈬ 布佐小学校
11月11日㈭ 並木小学校
11月16日㈫ 我孫子第一小学校
11月18日㈭ 根戸小学校
11月25日㈭ 高野山小学校

来年小学校に入学するお子さんの健康診断

▲ヨシ原のねぐらに入るツバメの群れ

日時　8月15日㈰午後5時～7時30分ごろ
※雨天中止
集合場所　道の駅しょうなん農産物直売所前
内容　夏の終わりの夕方、手賀沼沿いのヨシ
原にはツバメたちがねぐらに集まります。群
れ飛ぶツバメたちを観察して、暮らしの一部
をのぞいてみましょう。往復で手賀沼沿いを約3㎞歩きます。
定員　先着10人※小学生以下は保護者同伴
費用　100円（保険料）
持ち物　歩きやすい靴・服装、双眼鏡・懐中電灯（お持ちの方）

・ 　鳥の博物館☎︎7185－2212

あびこ自然観察隊
ツバメのねぐら観察会

日時　8月25日㈬①午前10時～正午②午後2時～4時
場所　水の館3階研修室　定員　各回先着15人※希望者少数の場合は中止
持ち物　スマートフォン（貸し出し可）
対象　スマートフォンをお持ちでない方やスマートフォンに変更したばかりで
操作方法を知りたい方など

・ 　8月18日㈬までに商業観光課・内線506
※9月にはスマートフォンアプリ「P

ペ イ ペ イ

ayPay」の使い方教室を開催予定です。詳
しくは広報あびこ8月16日号でお知らせします。

9月1日㈬～30日㈭　PayPayボーナス付与キャンペーン
　市内対象店舗でPayPayを使って決済をすると、決済額の最大
20％相当のPayPayボーナスが付与されます（上限あり）。詳し
くは市ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。

　商業観光課・内線506

スマートフォンの使い方教室

　空き缶・空き瓶・ペットボトルは、資源回収用の指定袋にそのまま入れるこ
とになっています。指定袋に入っていないものは回収しません。指定袋が足り
ない場合はご連絡ください。

　クリーンセンター☎︎7187－0015

資源の正しい分別と出し方にご協力ください

http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/gakko_houkago/shogaku_chugaku/oshirase/kenkoshindan.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/jigyousha/noukoushou/shogyou/paypaycampaign.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/index.html
http://www.yamashina.or.jp/
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 【広報あびこに掲載する広告を募集】会社やお店のPRにご活用ください。広報あびこは新聞折り込みや公共施設などで配布しています。
発行部数　4万5000部　規格　1枠：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
※広告内容は市が推奨するものではありません。応募者多数の場合、掲載の優先順位および抽選で決定します。

日時　9月2日～11月4日の木曜日（9月23日、10月28日を除く全8回）午後1
時40分～3時20分
場所　こども発達センター※送迎バスを運行。行き…1時30分湖北駅北口発、
帰り…3時30分こども発達センター発
対象　市内在住の中途失聴者・難聴者とその家族、千葉県中途失聴者・難聴者
協会会員（市外可）
定員　先着20人
費用　1200円（テキスト代）※講習会には要約筆記がつきます。
・ 　講習会名、住所、氏名、電話番号を明記しファクス。障害者福祉セン
ター☎7185－1124 7188－0242

基本的で初心者も安心、仲間との交流も
聞こえない・聞こえにくい方のための手話講習会 

広告

日時・場所・内容　下表参照※囲碁将棋大会は中止
対象　老人クラブ会員または市内在住で60歳以上の方（抽選）
・ 　8月13日㈮（必着）までに、はがきに住所、氏名、電話番号、性別、年
齢、部門、種別、題目、参加人数（演芸大会のみ）を明記。〒270－1192市役
所高齢者支援課（住所省略可）・内線411※老人クラブ会員の方は会長を通じて
お申し込みください。

部門 日時・場所             内容

作品展覧会
8月27日㈮～9月1日㈬9時～17時
（初日13時～、最終日16時まで）
市民プラザギャラリー

絵画・書道・写真・手工芸・はが
き絵・ちぎり絵（いずれも額装幅が
80㎝ 以内）・短歌・俳句（表装した
もの）など

演芸大会 10月8日㈮10時30分～
けやきプラザホール

舞踊（ダンスなどを含む2人以上）・合
唱（3人以上）・民謡・その他の演芸
※1組1演目4分程度※1人参加不可、
カラオケ不可。

奮ってご応募ください
高齢者文化祭　参加者募集

1人で悩まず参加してみませんか
認知症の方の家族のつどい「あびこ」

日時　8月11日㈬午後1時30分～2時30分　場所　けやきプラザ7階研修室
内容　介護方法や日頃の悩みなどの情報交換
対象　認知症の方を介護している家族・介護経験者　定員　10人　費用　無料
・ 　8月10日㈫までに高齢者支援課☎7185－1112

褥
じょく

瘡
そ う

　いわゆる「床ずれ」のことで、痩せている方や寝たきりの方の骨の突出
部に発生しやすくなります。
　褥瘡は、体の重さで長時間圧迫されることで骨と寝具に挟まれた皮膚
や皮下組織に血行障害が起き、組織が死んでしまうことで発生します。
　予防で一番大切なことは除圧、具体的にはこまめに体位変換（寝返り）す
ることです。1人でできない場合は、家族の方が手助けし、布団から30度
ほど傾けます。可能ならば約2時間ごとに変えるのが良いでしょう。さら
に、汗や汚物は皮膚を傷めるのでこまめに拭きましょう。せっけんを使う
場合、汗や汚物は多くがアルカリ性のため酸性せっけんが良いです。
　褥瘡は予防が一番大切です。充分な栄養を取り、活動的な生活を心掛
け、長時間同じ部位に圧がかからないよう意識しましょう。
　発生した褥瘡はさまざまですが、色が黒くなった場合、皮膚は完全に
壊
え

死
し

しています。化
か

膿
のう

しやすいため早期除去が必要です。すぐに医療機
関にご相談ください。        
　　　　　　　　　　　　　 介護老人保健施設エスペーロ　坂口昌司

　 　健康づくり支援課☎7185－1126

試験日　9月25日㈯　試験会場　市役所分館大会議室
職種・採用予定数　福祉総合職、若干名
勤務日時　平日午前8時30分～午後5時（週5日）
・ 　8月2日㈪～9月10日㈮（消印有効）までに必要書類、返信
用封筒2通を簡易書留で郵送（持参不可）。〒270－1166我孫子
1861我孫子市社会福祉協議会☎7184－1539
※詳しくは試験要綱（我孫子市社会福祉協議会窓口で配布。協議会ホームペー
ジ〈QRコード参照〉からダウンロード可）をご覧ください。

令和4年4月1日採用予定
我孫子市社会福祉協議会　正規職員を募集

　我孫子市ふるさと産品に、新たに加わる商
品を募集します。「良い商品だからPRする場が
欲しい」「さまざまな人に食べてほしい、使っ
てほしい」といった品をぜひご応募ください！
募集期間　8月20日㈮まで
採用条件　次のいずれかに該当すること①市
の歴史あるお店の代表的な商品　②市の歴史に関する商品　③市のPRに主眼
をおいて開発された商品　④市内で作られ、賞などを受けている栄誉ある商品　
⑤市の特産物などにより製造・加工などがされたもの
※審査は我孫子市商工会が設置する「ふるさと産品育成協議会」が行います。
採用期間　2年（継続可）　年会費　食品…2万5000円、非食品…1万5000円
※年会費は登録された年度から発生し、認定を受けた各商店で運営する「我孫
子市ふるさと産品連絡協議会」の運営費となります。
・ 　我孫子市商工会（我孫子市ふるさと産品育成協議会事務局）☎ 7182－
3131（平日午前9時～午後5時）

推奨品はSNSなどで積極的にPR！
「我孫子市ふるさと産品」を募集

№ 435

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

http://www.abiko-shakyo.com/
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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

中
な か

村
む ら

　彩
あ や

乃
の

ちゃん
（柴崎・1歳 4カ月）

3人のお兄ちゃん達に囲まれて
元気いっぱい☆食べるの大好
き！すくすく大きくなってね☺

平
ひ ら

山
や ま

　勝
か つ

基
き

ちゃん
（湖北台・1歳 2カ月）

おしゃべり大好きなかっちゃ
ん！これからもたくさんパパ
ママとお話しようね☆

児童扶養手当受給者の方
「出張ハローワーク」のご利用を！

　児童扶養手当の現況届の手続き期間に、ハローワーク松戸の臨時相談窓口を
開設します。
日時　8月3日㈫・24日㈫午後1時～3時、17日㈫・31日㈫午前10時～正午
※原則要事前申込。空きがあれば当日申し込み可。
場所　市役所西別館2階相談室

・ 　子ども支援課・内線849

受け付けは8月2日㈪～31日㈫
「児童扶養手当」現況届を忘れずに！

　「児童扶養手当」の認定を受けている方は、毎年8月に現況届を提出する必要
があります。対象者には7月末に案内を送付したので､ 期限内に必ず提出して
ください。
　届け出がないと、手当を受給できなくなる可能性があります。また、2年間
届け出がないと手当を受ける権利がなくなるのでご注意ください。
持ち物　送付した案内でご確認ください。
※所得の申告がない場合、受け付けできませんので必ず申告してください。
◎児童扶養手当とは　父母の離婚などにより、父親または母親と一緒に生活し
ていない児童に対して、その育成を援助するために手当を支給する制度です。
ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、次代の社会を担う児童の心身の健や
かな成長を図ることを目的としています。手当は所得制限があり、受給するた
めには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
受付場所・ 　子ども支援課（市役所西別館2階）・内線850

項目 日程 対象・内容など
しあわせ
ママパパ学級

14・21・
28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） 20日㈮ 保健センター

4カ月児相談 3・10日
㈫ 令和3年3月生まれ

2歳8カ月児歯科健診 26日㈭ 平成30年12月生まれ

3歳児健康診査 5・19日
㈭

平成29年12月21日～
平成30年2月6日生まれ

5歳児健診
（未就園児） 26日㈭ 平成28年4月2日～

平成29年4月1日生まれ
離乳食教室

（4～6カ月児向け） 27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） 4日㈬ 令和2年11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8月

開催日 場所
20日㈮ 天王台西公園＊雨天中止

◎遊具うんどう教室
時間　午前9時30分～10時30分

　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 6日㈮
14時30分～16時

心の健康クラブ 16日㈪
14時～16時

問い合わせ先を
ご確認ください。

※ は予約制です。市民相談・県民相談8月

市
民
相
談

弁護士
法律相談 電話

5日㈭、12日㈭、17日㈫、19日㈭、
24日㈫9時30分～15時30分（予約
は2日㈪8時30分～）　秘書広報課☎︎
7185－1714

行政書士
相談 電話

18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

10日㈫10時～15時（予約は2日㈪
～6日㈮13時～16時）　千葉司法書
士会柏支部☎︎080－5901－3236

年金・労働・
成年後見相談

11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
20日 ㈮10時 ～15時（ 予 約 は16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

人権相談 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

市
民
相
談

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
25日㈬13時30分～（予約は24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5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

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

市
民
相
談

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

若者就労相談
30日㈪13時30分～16時30分　市民
プラザ会議室2〈おおむね40歳まで〉
企業立地推進課☎︎7185－2214

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

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

8

※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。

子育て支援センターの地域子育て支援
ふたごちゃん・みつごちゃんの会
対象　ふたご以上の乳幼児とその保護者
日時　18日㈬午前10時30分～11時30分（要申込）
場所・ ・ 　にこにこ広場（アビイクオーレ2階）☎︎7185－8882（午前
10時～午後4時※日曜日・祝日を除く）

ふたごちゃん・みつごちゃんタイム
対象　ふたご以上の乳幼児とその保護者
日時　毎週火曜日午前10時～11時
おひさまタイム
対象　乳幼児と成長や発達でお困りの保護者
日時　毎週金曜日午前10時～11時

〈共通〉　場所・ 　かわむらんど（川村学園女子大学付属保育園内）☎︎71
83－5995

　8月17日㈫は店舗の棚卸しのため来所の相談時間が正午からになります。電
話による相談は通常どおり午前10時から行います。

　消費生活センター☎︎7185－0999

消費生活センターの窓口相談時間変更

https://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/index.html
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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

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

朗読劇 この子たちを忘れない2021
－1945ヒロシマ・ナガサキ－

8月14日㈯14時～15時30分　 柏
市民文化会館　 広島・長崎で被爆さ
れた方の手記・詩などで構成された朗
読劇　 柏・麦わらぼうしの会　 小
学生以上の方　 130人（要申込）　
999円（小・中学生300円）　 ・ 見
城☎7182－5227

4人のピアニストと仲間たち
8月15日㈰14時開演　 アミュゼ

柏　 チャイコフスキー「くるみ割り人
形」、ラヴェル「ボレロ」、シベリウス「フ
ィンランディア」ほか　 稲吉宏佳さ
ん、関和花奈さん、髙須洋美さんほか　
1500円　 8月14日㈯までに軽喫

茶ぽぽら、ブックマルシェほか　 ム
ジークフロイデ・髙須☎7184－2526
マスクdeミニ婚活 アロマスプレー作り
8月22日㈰14時～16時30分　

男女1対1でのトークほか　 38歳ま
での独身の方　 男女各8人程度（抽
選）　 1200円　 ・ ・ 8月15日
㈰までに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

市民活動ステーション主催事業
①子育て世代のフリマ講座　 8月20
日㈮10時～12時※Zoom参加可　
けやきプラザ8階調理実習室　 フ
リーマーケットの出店・企画運営のノ
ウハウを伝授　 榎本美紅さん(アイル
ゴー代表理事)　 子育て世代の方※1
歳以上の託児あり（要予約5人）　 会
場・Zoom各10人　 無料

②移動子育て交流スペース「cafeネス
ト」　 8月24日㈫10時～11時30分　
あらきこどもの本の家（新木3186の
8）　 新木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　 5組　 300円
〈共通〉 ・ ①8月17日㈫②21日
㈯までに電話・Eメールで住所、氏
名、電話番号、託児希望の場合はお
子さんの年齢（①のみ）を明示。市民
活動ステーション☎7165－4370
abikosks@themis.ocn.ne.jp

みらいの学びフェスティバル2021
プログラミング教育・金融教育編
8月21日㈯・22日㈰9時45分～12

時15分、13時30分～16時※Zoom
使用　 ゲームプログラミングやお金
に関するワークショップ、教育・社会の
トレンドに関するセミナー　 小学生
がいる家庭　 各先着1000世帯　
無料　 みらいの学びフェスティバル
2021ホームページより　 福田☎090
－5975－8201

混声合唱団 ベラ・コンソルテ
セカンドコンサート

9月11日㈯13時30分開演　 けや
きプラザホール　 ボブ・チルコット編
曲「ふるさと」、鈴木憲夫作曲「二度と
ない人生だから」、「乾杯の歌」（椿姫）ほ
か　 賛助出演…金子美香さん、清水
理恵さん、石野真穂さん　 無料（要
申込）　 ・ 阿部☎7187－2089

講演・講座・教室
弓道教室

9月4日～毎週土曜日9時30分～12

イベント

広告

検診日予約手順
①次のいずれかの方法で集団がん検診用のIDとパスワードを取得
　8月12日㈭（必着）までに①健康づくり支援課窓口で申請書を記
入・提出②ちば電子申請サービス（QRコード参照）③はがきで希
望検診名、住所、氏名、生年月日、電話番号を明示※連名不可
②インターネット・はがきで検診日を予約
　IDとパスワードを記載した受診券到着後（9月中旬発送）、同封の案内に従っ
て検診日（下表参照）を予約※予約・変更は検診日の前日まで可

場所・ 　〒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

検診名
（検査方法） 日程 対象年齢

（令和4年3月31日時点）
自己
負担金

子宮頸がん検診
（視診、子宮頸部細胞診）

11月1日㈪・16日㈫・25
日㈭、12月1日㈬・6日
㈪、令和4年1月29日㈯
※各日午前・午後

20歳以上の女性（平成14
年3月31日以前生まれ）
※生理期間を避けてくだ
さい。

1500円

胃がん検診
（胃部エックス線検査）

11月8日㈪・9日㈫・19
日㈮・24日㈬・29日㈪、
12月4日㈯・7日㈫・15
日㈬※各日午前のみ

40歳以上の方（昭和57年3
月31日以前生まれ）
※50歳以上で偶数年齢の
方は、胃がん検診（胃内視
鏡検査）のどちらか一方し
か受診できません。
※昨年度胃内視鏡検査を
受診した方は、今年度胃
部エックス線検査は受診で
きません。

1200円

乳がん検診
（超音波検査）

11月12日㈮、12月11日
㈯・13 日 ㈪・14 日 ㈫・
17日㈮・22日㈬
※各日午前・午後

30歳～39歳の女性（昭和
57年4月1日～平成4年3
月31日生まれ）

1100円

乳がん検診
（マンモグラフィー検査

〈2方向〉）

11月12日㈮、12月11日
㈯・13日㈪・22日㈬
※各日午前・午後

40歳～49歳の女性（昭和
47年4月1日～昭和57年3
月31日生まれ）

2000円

乳がん検診
（マンモグラフィー検査

〈1方向〉）

11月15日㈪、12月14日
㈫・17日㈮・18日㈯
※各日午前・午後

50歳以上の女性（昭和47
年3月31日以前生まれ） 1000円

大腸がん
（便潜血反応検査）

子宮頸がん・乳がん検診
の受診日と同日（別日には
できません）。IDとパスワ
ードの申し込みの際に受
診の有無を伺います。

40歳以上の女性（昭和57
年3月31日以前生まれ）
※子宮頸がん・乳がん検診
を受診する方。大腸がん検
診単独の申し込み不可

400円

※子ども連れの場合、検診バスでの検査中はスタッフがお預かりします。
※自己負担金は免除される場合があります。詳しくは市ホームページ（QRコ
ード参照）をご覧ください。

子宮頸
け い

がん、胃がん、乳がん、大腸がん集団検診
令和3年度は申込制

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

mailto:abikosks@themis.ocn.ne.jp
https://s-kantan.jp/city-abiko-chiba-u/profile/userLogin_initDisplay.action?nextURL=CqTLFdO4voaAuWTNFV8uYTQ9f2VYJzSnVtXuWY28Gc81YgQZ9gBOeS9%2BIQWypkmKBSQ1l2160bxW%0D%0A3qZQiiqNu49CP5eOVFZJSLyVgpgt70s9FeSSD3Ek1C%2FpeDN0VC%2FU02UJgg1xr1U%3Dx4rAnWAv6%2FQ%3D%0D%0A
https://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/kenkou/seijin/kenshin_soudan/muryouken.html


〈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
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。　
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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

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

▼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

mailtu:abikokyuren@gmail.com
mailto:abiko.keikan@gmail.com
mailto: chiba-dha@rapid.ocn.ne.jp
mailto: chiba-dha@rapid.ocn.ne.jp
https://chiba-st.com/st/ishisotuu-shien
https://chiba-st.com/st/ishisotuu-shien
http://www.kitachiba-water.or.jp/
http://www.kitachiba-water.or.jp/


 市民プラザ
◆第46回我孫子市高齢者文化祭作品
展覧会　 27日㈮～9月1日㈬9時～17
時（初日13時～、最終日16時まで）　
高齢者支援課・内線412
 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
◆きり絵＆水墨画展　石川孝、吉田華
宇
布佐分館ミニギャラリー
◆私が感動した風景（油絵）　伊藤忍
 アビスタストリート
 開館時間：9時～21時　休館日:30日㈪
◆絵画展：こんな夢を見た　 3日㈫
17時まで　 小板橋☎︎7199－3508
◆市民真心の折り鶴展＆広島・長崎被
爆写真展　 6日㈮～19日㈭（初日11

時～、最終日15時まで）　 社会福祉
課・内線649
◆花と絵と書・三人展　 20日㈮～9
月2日㈭（初日12時～、最終日16時ま
で）　 柴田☎︎7188－7092
 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
◆河野秀雄個展　 3日㈫～9日㉁9時
～19時（初日13時～、最終日17時ま
で）　 河野☎︎7184－7289
◆第10回柏山会絵画展　 31日㈫～
9月5日㈰9時～19時（初日12時～、
最終日16時まで）　 町田☎︎7163－
6354
第2ギャラリー
◆第39回フォト・サークル「和」『然
集中』写真展　 11日㈬～15日㈰10

時～17時（初日13時～）　 海老原☎︎
090－5788－2181
 アビシルベ　開館時間：9時～18時
 　☎7100－0014
◆鳥刻の会バードカービング作品展　

8日㈷12時まで
◆我孫子市岡発戸・都部の谷津風景と
昆虫展　 10日㈫～16日㈪（最終日
12時まで）
◆アビストリーム「アビスト de Night☆」
LIVE放送　 20日㈮18時～19時
◆第14回あびこカッパまつり　 21
日㈯～28日㈯（初日13時～、最終日
17時まで）
◆カヌーにふれてみよう！　 31日㈫
～9月7日㈫
 水の館ミニギャラリー
 開館時間：9時～17時　休館日：25日㈬

◆文化刺
し

繍
しゅう

作品展　 3日㈫～29日
㈰　 菅原☎︎080－1010－0631
 けやきプラザ県民講座・講習
◆認知症は怖くない　 4日㈬　 7
階研修室　 上原道康さん（健康と食
生活を考える会代表幹事）　 40人

（要申込）
◆ 賢 い 患 者 になるために　 18日
㈬　 2階ホール　 谷口義則さん（生
涯医療ネットワーク代表）　 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

8月
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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。

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。

市内事業者を応援しよう！

●名戸ケ谷あびこ病院は6月4日㈮までは病院内で接種を行い、6月7日㈪からはアビイクオーレ3階ホール（イトーヨーカドー我
孫子南口店）で行います。

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
※7月21日時点の情報です。最新情報は市ホームページ（QRコード
参照）をご覧ください。

接種券付きクーポン券 予防接種済証

必要書類　①申請書（保健センター、市民課、各行政サービスセンターで配布。市ホームページ〈QRコード参照〉からダウンロード可）②有効期限内のパス
ポートの写し※旧姓・別姓・別名の記載がある場合は確認できる書類の写しも必要③「接種券付きクーポン券・予防接種済証」または「接種記録書」（医療従
事者向け）の写しなど④住民票所在地が記載されている本人確認書類の写し　
・ 　必要書類を郵送・持参※ちば電子申請サービスからも可。〒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

※ワクチンパスポートの詳細…厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター☎︎0120－761－770（毎日午前9時～午後9時）

※対象地域およびその緩和措置については外務省海外安全ホームページでご確認ください。
※引っ越しなどにより1回目と2回目で住民票を異動している場合、各自治体に申請が必要です。
※通常は申請から約10日後（市内在住の場合）にワクチンパスポートを発送しますが、必要書類に不備がある場合は2・3カ月かかることがあ
ります。
※帰国時は、厚生労働省が定める「『14日間の待機期間中』のルール」を順守してください。

海外渡航の予定がある方

 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書
（ワクチンパスポート）の 交付申請を受け付けています

平成21年7月1日以前に生まれた方全員に接種券付きクーポン券を発送済みです
※平成21年7月2日以降に生まれた方には、誕生日の翌月上旬に接種券付きクーポン券を発送します。

▲ワクチン
パスポート

※接種記録書（医療従事者向け）も同様

 「接種券付きクーポン券・予防接種済証」は
 捨てずに大切に保管してください

市ホームページ（QRコード参照）で確認の上、予約してください。
せり整形外科（柴崎台）は、新型コロナワクチンの接種を中止しました。

各医療機関により予約方法が異なります（①インターネット予約サイト・コールセンター②直接予約）

▲市内医療機関

毎週水曜日正午に、インターネット予約サイト（コールセンター含む）の予約枠の情報を更新します。枠数などは市
ホームページおよびメール配信サービスの「保健センターだより」でお知らせします。
※国からのワクチンの供給状況によっては、予約枠の追加ができない場合もあります。
※お子さんの接種については、厚生労働省「12～15歳のお子様の保護者の方へ　新型コロナワクチン予防接種についての説明書」（QRコー
ド参照）をご一読ください。

接種券付きクーポン券が届いた方は予約可能です

▲厚生労働省

http://www.city.abiko.chiba.jp/mob/
https://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/COVID-19/abk_wakutin.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000788329.pdf
https://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/COVID-19/vaccine/vaccine_list.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/COVID-19/vaccine/vaccine_passport.html
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