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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　

10月16日㈯13時～15時30分　
8人（1人60分）　 無料　 相談した
い機器　 ・ ・ 我孫子南近隣セン
ター☎7181－1011

新木地区まちづくり協議会
◎料理セミナー　 10月24日㈰13時
30分～16時　 甘酒の活用（雑穀甘
酒、小豆甘酒、甘

か ん

藷
し ょ

甘酒）　 川上恵
子さん　 12人　 800円　 エプロ
ン、三角巾、食器用布巾、手拭き、筆
記用具、ふた付き保存容器3個、スリッ
パ　 ・ ・ 10月19日㈫までに新
木近隣センター☎7188－2010

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

▼ペットロス相談会　10月8日㈮・
15日㈮・29日㈮13時～。我孫子南近
セ。愛犬愛猫との死別。思い出を語る。
人間関係の悩み相談も可。1人30分。
2000円。 ・ 渡邉☎090－6197
－6397
▼歌声クラブ　10月8日㈮13時30分
～15時、我孫子北近セ並木。20日㈬
10時～11時30分、近セこもれび。楽
しく歌いましょう。マスク着用。先着
30人。700円。 稲吉☎090－4027
－6903
▼あびこ市歩こう会　10月10日㈰※
小雨決行。我孫子駅発常磐快速8時18
分乗車、両国駅着。両国から隅田川テ
ラス。10kmウオーク。300円。昼食
持参。 鈴木☎090－1404－7463
▼公開講座「渡り鳥の不思議〜雁

が ん

の渡
りの謎を追う〜」　10月14日㈭13時
～14時30分。アビスタ。 澤祐介さ
ん（山階鳥類研究所研究員）。65人。

1000円。スリッパ持参。 ・ ふれ
あい塾あびこ☎080－1364－0371
▼おひるねコンサート バイオリン・ビ
オラ・チェロ・ギター・ピアノの演奏
とお話　10月16日㈯14時～16時。け
やきプラザホール。「おしん」ほか。先
着200人。無料。筆記用具持参。申込
不要。 小段☎090－7630－0218
▼来る年干支「寅

と ら

」木目込み講習　10
月17日㈰13時30分～16時30分、30
日㈯9時30分～16時30分。市民プラ
ザ。2700円。 10月11日㈪14時～
16時、市民プラザ。 鈴木☎7164－
6609
▼放談くらぶ「志賀直哉作品『和解』と
我孫子」　10月17日㈰14時～16時。
我孫子北近セ並木。 村上智雅子さん。
35人。300円。 ・ 我孫子の文化
を守る会・佐々木☎ 7185－0675
▼多種なデータ形式を扱うエバーノー
ト（V10）とは何か？　10月18日㈪ま
たは23日㈯14時～16時。市民プラザ。
1500円。テキストは会計後メール送
付。 今泉☎090－4715－2905

会員・仲間募集 やってみよう

▼ドイツ語学習のためのルター訳聖書
（原書）講読会　毎週㈬、時間・会場
は事前連絡。会費無料（人数割りで会
場費負担）。数人。 山本☎7132－
6072
▼シェイクスピアをかじろう（英書）
会　毎月第1㈮、時間・会場は事前連
絡。会費無料（人数割りで会場費負担）。
数人。 山本☎7132－6072

 市民プラザ
◆我孫子市民文化祭 絵画展　 23日
㈯～27日㈬10時～17時（最終日15時
まで）　 我孫子市美術家協会・山田
☎7184－1230
◆植松圀雄 野菜の花写真展　 29日
㈮～11月3日㈷11時～18時（初日12時
～、最終日16時まで）　 実行委員会・
柳町☎090－2168－3040
 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
◆イラスト「100㎜ ×148㎜ の世界」　
えんどうさおり
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
 開館時間：9時〜21時　休館日：25日㈪ 
◆手賀沼エコマラソン四半世紀のあゆ
み　 1日㈮18時まで　 手賀沼エコ
マラソン事務局☎7167－8345
◆第26回あびこ子どもまつり出展団
体展示　 2日㈯～17日㈰（初日14時
～、最終日15時まで）　 子ども支援
課・内線832
◆手賀沼流域フォーラム活動紹介　
18日㈪～21日㈭（初日10時～、最終
日14時まで）　 竹内☎090－3907
－8355
◆あびこコレクション　 23日㈯～
11月4日㈭　 生涯学習課☎7182－
0511
 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
◆15周年記念「ちびっこ展」特別企
画　 5日㈫～10日㈰9時～19時（初
日11時～、最終日18時まで）　 山口
☎090－8872－8829
第2ギャラリー
◆加遊画展（油彩）　 10月3日㈰まで
10時～17時（最終日15時まで）　 木
村☎7139－4671
◆グレープバイン展（油彩）　 5日㈫
～10日㈰10時～17時（初日13時～、
最終日15時まで）　 木村☎7139－
4671

◆ふれあいホールオータムイベント 
1960　名作映画ポスター展　 20日
㈬～24日㈰9時～18時（最終日17時ま
で）　 けやきプラザ☎7165－2883
第1・2ギャラリー
◆第16回水の輪 夢♡作品展　 13日
㈬～17日㈰10時～16時（最終日15時
まで）　 西☎090－2643－6800
 アビシルベ　開館時間：9時〜18時
 　☎7100－0014
◆手賀沼エコマラソン四半世紀のあゆ
み　 5日㈫～10日㈰（最終日15時ま
で）
◆アビストリーム「アビスト de Night☆」
LIVE放送　 15日㈮18時～19時
◆杉村楚人冠記念館開館10周年記念
ポスター展　 16日㈯～26日㈫（初日
12時～、最終日15時まで）
◆JBF PR展示　 28日㈭～11月7日
㈰
 水の館ミニギャラリー
 開館時間：9時〜17時　休館日：27日㈬
◆手賀沼賞 エコ・こども教室2021　

2日㈯～17日㈰　 手賀沼課☎71
85－1484
◆手賀沼水環境保全協議会ポスターコ
ンクール入賞作品展示　 25日㈪～
11月7日㈰　 手賀沼課☎7185－14
84
 けやきプラザ県民講座・講習
◆健康保険と介護保険の賢い利用方法

6日㈬　 7階研修室　 今枝修二
さん（ファイナンシャルプランナー）　
40人
◆すぐに役立つやさしい家庭の介護　

22日㈮・29日㈮　 7階介護実習
室　 高橋芳恵さん（千葉県ホームヘル
パー協議会副会長）　 15人
◆薬を適切に飲むためのお話　 27
日㈬　 7階研修室　 永野智久さん

（㈱健栄薬局長）　 40人
〈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

10月

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　8 月末日現在

8 月の発生件数 16 件
今年の発生件数（1 月～） 149 件
前年同期比 +3 件

8 月の死者数 0 人
今年の死者数（1 月～） 0 人
前年同期比  －3 人

8 月の負傷者数 17 人
今年の負傷者数（1 月～） 177 人
前年同期比 +10 人

　両国駅～布佐駅間でB.B.BASE手
賀沼が運行します。車内のサイクル
ラックに自転車を載せて、一緒に旅
を楽しめます。車窓から、そしてサ
イクリングで、成田線沿線の田園風
景や、水辺と豊かな緑が広がる手賀
沼・印旛沼を満喫できます。乗車し
た方には我孫子市ふるさと産品をプ
レゼントします！詳しくはJR東日本
ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。
日にち　10月16日㈯・17日㈰
時間　◎行き…両国駅午前7時39分発、布佐駅9時9分着　
◎帰り…布佐駅午後3時44分、 両国駅5時27分着
※両国駅と布佐駅の直通運行です。途中駅での乗降はできません。

　成田線活性化推進協議会事務局（企画課）☎7185－1426

配信情報　◎防災・防犯情報…詐欺の情報や災害時の被害状況など　◎
保健センターだより…新型コロナワクチン情報や健（検）診案内など　◎
防災無線情報…防災無線で放送している内容　◎火災情報…火災発生や
鎮火情報など　◎不審者情報…発生日時・場所・状況など　◎子育て応
援情報…イベントや講座など　◎選挙情報（速報）…投票・開票状況など　
◎事業者向け情報…イベントや補助制度など　◎農業者向け情報…補助
制度や病害虫の注意喚起など　◎起業応援情報…支援制度やイベントな
ど
登録手順　①abiko-reg@kmel.jpへ空メールを送信（QRコ
ードから送信可）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

成田線（我孫子〜成田間）開業120周年　B
ビー

.B
ビー

.B
ベ ー ス

ASE手賀沼で行く！
手賀沼・印旛沼ツインレイクサイクリング

詐欺被害の情報や新型コロナワクチン情報などを配信
メール配信サービスをご利用ください

▲車内サイクルラック（JR東日本千葉支社提供）

まち協情報

https://www.jreast.co.jp/railway/joyful/bbbase.html
mailto:abiko-reg@kmel.jp
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