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家庭裁判所の検認が不要です。詳しく
は法務省ホームページをご覧くださ
い　 1通3900円　 千葉地方法務
局柏支局☎7167－3309

まち協情報
我孫子南まちづくり協議会

◎キッズ伝統芸能体験　箏曲（琴）
10月2日㈯・3日㈰・10日㈰・16日

㈯・24日㈰・30日㈯午前、11月6日
㈯午後※初回は保護者同伴　舞台発表
11月7日㈰午前（南まち協フェスティ
バル）　 久

く

東
と う

寿子さんほか　 小学
生　 20人（抽選）※全回参加できる
方優先　 白靴下　 9月15日㈬まで
◎スマホ・タブレット・パソコン相談　

9月18日㈯13時～15時30分　 8
人（1人60分）　 相談したい機器
◎南まち協フェスティバル出展・出演
者　 11月6日㈯・7日㈰10時～16
時　事前説明会10月10日㈰16時～
18時　 出展…絵画・書道など。出
演（舞台）は6日のみ（1団体20分。一
度に5人以内）　 市内で活動してい
る方　 9月30日㈭まで

〈共通〉 無料　 ・ ・ 我孫子南近
隣センター☎7181－1011
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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

▼15周年記念第25回我孫子市歌謡文
化フェスティバル（チャリティー）　9
月5日㈰9時45分開演。けやきプラザ。
無料。 歌謡文化同好会「虹」・岩鼻☎
090－2523－1887
▼ヨーガ無料体験会　9月17日㈮・
24日㈮18時20分～19時20分、19時

30分～20時30分。市民プラザ和室。
免疫力を付け、肩凝り解消。 斉藤☎
070－6488－2539
▼あびこ市歩こう会（大宮公園）　9
月12日㈰8時18分我孫子駅発常磐快
速乗車、大宮公園駅下車。小雨決行。
300円。昼食持参。 鈴木☎090－
1404－7463
▼キャラカラオケ発表会　9月12日
㈰9時45分開演。けやきプラザホー
ル。 特 別 ゲスト …HANZO&ケイ 潤
子。入場無料。 田中☎090－4826
－6969
▼木彫りの会体験会「干支」を彫ろう　
9月18日㈯・25日㈯、10月16日㈯9
時30分～15時30分。湖北台近セ。各
日5人。500円。見学も可。会員募集中。

・ 緑川☎090－7263－7205
▼中村天風の教えを学ぶ 第12回講演
会「生命の力とは～運命を拓

ひ ら

く6つの
力」　9月19日㈰14時～16時30分。
我孫子南近セ。20人。500円。 ・

勝又☎080－1252－0308
▼大正琴和み会第12回演奏会　9月
23日㈷13時開場。13時30分開演。
アビスタホール。「宇宙戦艦ヤマト」「ひ
ばりの佐渡情話」「糸」など。先着75人。
無料。 石川☎7187－0059
▼パソコン楽しみ隊市民ICT講座「ス
マホ・基本の操作とカメラの上手な使
い方」　9月29日㈬13時30分～。我
孫子南近セ。8人。1500円。 ・
郡司☎090－8856－3343
▼おもちゃドクター養成講座　10月
16日㈯・17日㈰9時～17時。近セこ
もれび。10人。教材費4600円。 ・

10月1日㈮までに我孫子おもちゃの
病院☎080－5697－2914

会員・仲間募集 やってみよう

▼フラダンス　毎月第1・3㈬10時～
11時30分。アビスタほか。心癒やさ
れるハワイアンの調べで楽しく仲間と

踊りましょう。初心者歓迎。 2500
円。 水上☎090－4021－7923
▼希望の会　歌声と軽い体操のつどい
毎月第1・3㈮14時～15時30分。湖北
台近セ。楽しさが健康をサポート。シ
ニア歓迎。どなたでも。1回200円。

星野☎090－3084－7109
▼水彩サークルきらく会　毎月第1・
3㈮15時～17時。アビスタ。各自好
きなモチーフで、水彩画を基本から学
べる楽しいサークル。 樽晃子さん。

3000円。 堀切☎7183－7810

広告
よみがえれ手賀沼

COD（化学的酸素要求量）･･･湖沼や海域の水の汚濁の程度を
示す指標で、数値が低いほど水質が良いことを示しています。
☆我孫子市では、県・流域市とともに下水道の整備や合併処
理浄化槽の設置補助、排水路の浄化施設などの運営管理など
により、手賀沼への負荷の軽減を目指しています。
次回は12月1日号（予定）

手賀沼水質情報速報値（千葉県水質保全課提供）

測定地点 測定機関 COD環境基準
手賀沼中央 千葉県 5.0（㎎/L）以下

測 定 日 COD（㎎/L）
令和 3 年 4 月 6 日 9.3
令和 3 年 4 月 21 日 9.4
令和 3 年 5 月 7 日 10
令和 3 年 5 月 20 日 9.6
令和 3 年 6 月 3 日 12
令和 3 年 6 月 23 日 11

 市民プラザ
◆第24回写遊暈　写真展　 24日㈮
～29日㈬10時～18時（初日12時～、
最終日17時まで）　 山口☎7189－
3590
 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
◆水彩画　イエローナイフの風景　相
川健
布佐分館ミニギャラリー
◆水彩古布絵「蓮池の鯉」　野崎信一
 アビスタストリート　休館日：27日㈪ 
 開館時間はお問い合わせください
 生涯学習課☎7182－0511
◆花と絵と書・三人展　 2日㈭16時
まで　 柴田☎7188－7092
◆臨書の世界　 3日㈮～12日㈰（初
日13時～、最終日16時まで）　 宮部
☎080－3413－7316
◆市民のチカラまつり2021プレ展示　

13日㈪～26日㈰（初日10時～、最
終日16時まで）　 市民活動ステー
ション☎7165－4370
◆手賀沼エコマラソン四半世紀のあゆ
み　 28日㈫～10月1日㈮（初日9時
30分～、最終日18時まで）　 手賀沼
エコマラソン事務局☎7167－8345
 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
◆市民のチカラまつり2021　参加団
体ポスター展　 15日㈬～25日㈯9時
30分～17時（初日12時～）　 市民活
動ステーション☎7165－4370
◆第64回市民文化祭オープニング展示

「ミシンキルト展～我孫子の風景～」　
28日㈫～10月3日㈰9時～16時（初

日13時～）　 文化・スポーツ課☎
7185－1601
第2ギャラリー
◆加遊画展（油彩）　 28日㈫～10月
3日㈰10時～17時（初日13時～、最終
日15時まで）　 木村☎7139－4671
 アビシルベ　開館時間：9時～18時
 　☎7100－0014
◆カヌー展示　 7日㈫まで
◆第43回我孫子市書道連盟展PR　
1日㈬～15日㈬（初日12時～、最終日
17時まで）
◆竹灯籠の作品と活動パネル展示　
18日㈯～26日㈰（初日13時～、最終
日15時まで）
◆手賀沼でカヌーを楽しもう！　 26
日㈰※要申込
 けやきプラザ県民講座・講習
◆狭心症のおはなし　 15日㈬10時
～11時　 7階研修室　 倉持雄彦さ
ん（千葉西総合病院副院長）　 40人
◆人間・渋沢栄一の魅力　 22日㈬
13時30分～15時30分　 7階研修
室　 鈴木貞夫さん（よみうりカル
チャ―講師）　 40人
◆太極拳のすすめ　 29日㈬13時30
分～15時30分　 2階ホール　 早瀬
眞知子さん（公認太極拳A級指導員）　

60人
〈共通〉 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

9月

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　7月末日現在

7 月の発生件数 15 件
今年の発生件数（1月～） 133 件
前年同期比 +7 件
7 月の死者数 0 人
今年の死者数（1月～） 0 人
前年同期比  － 2 人
7 月の負傷者数 24 人
今年の負傷者数（1月～） 160 人
前年同期比 +15 人

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
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