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募集
チャリティーサンタプロジェクト

クリスマスイブに、サンタに扮
ふん

したボ
ランティアが、外出自粛で子どもと思
い出を作りづらかった家庭へプレゼン
トと思い出を届けます　 12月24日㈮
18時～20時　 8歳ぐらいまでの子ど
もがいる家庭（抽選）　 11月15日㈪
までにEメールで住所、氏名、電話番
号を明記。NPO法人チャリティーサン
タ我孫子支部 abiko@mom.charity-
santa.com　 就労移行支援事業所エ
ール我孫子☎7190－5731

第4回フードドライブ
11月26日㈮・27日㈯10時～17時　
あびこショッピングプラザ1階フード
コート　 家庭で余っている賞味期限
内の食品をお持ちいただき、福祉団体
や施設、フードバンクに寄付※賞味期
限2カ月以上、常温で保存できる食品
など要件あり　 小田☎090－1805－
5169

449 お知らせ
猫譲渡会

11月7日㈰・21日㈰、12月5日㈰・
19日㈰12時～15時※雨天中止　 市
役所駐車場　 譲渡には条件あり。持
ち込みは要事前連絡。保護犬猫の引き
取り不可　 ねこわんこ☎080－87
23－9550

狩猟期間
期間11月15日～令和4年2月15日　
市内は県指定鳥獣保護区および特定猟
具使用禁止区域（銃器）ですが、隣接
する市では狩猟が可能な区域もありま
す。詳しくは県ホームページ「千葉県
における狩猟について」をご覧くださ
い　 東葛飾地域振興事務所☎047－
361－4048
シルバー人材センター入会説明会
11月16日㈫15時～16時 アビ

スタ　 市内在住の60歳以上で働く
意欲がある方　 先着15人　年会費
2400円　 ・ シルバー人材セン
ター☎7188－2200

猫譲渡会＆フリーマーケット
11月21日㈰11時～13時　 アビ

スタ前広場（手賀沼公園側入り口）　
譲渡会、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
弁護士による養育費移動無料法律相談
11月27日㈯13時～16時　 男女

共同参画センターゆうまつど　 4人
（1人40分）　 ・ （一財）千葉県母子
寡婦福祉連合会☎043－222－5818
災害復興住宅融資受付期間延長

令和元年房総半島台風被災者の方は、
災害復興住宅融資を令和4年10月末ま
で申し込みできます　 住宅金融支援
機構☎0120－086－353

裁判員候補者名簿記載通知
くじで無作為に抽出された、令和4年
の裁判員候補者名簿に登録された方に
は11月中旬に通知を送付します　

バッハ「ブランデンブルグ協奏曲第5
番」ほか　 NPO雅楽友の会、ベル
カント音楽学院講師　 3000円　
・ 細山☎7167－4054
第15回千葉県福祉機器展2021
介護ロボットフォーラム

◎福祉機器展 11月27日㈯10時～
16時　 介護者の負担を軽減する機
器を多数展示※体験・相談可
◎セミナー&介護ロボットフォーラム
11月27日㈯①11時～12時②13時
～14時③14時～14時45分　 ①国
の考える介護ロボットの新しい世界②
アンドロイドの開発と福祉用具への活
用③思い込みをなくせば福祉機器は
もっと便利になる　 ①長倉寿子さん
（厚生労働省老健局）②松本吉央さん
（産業技術研究所）③長倉寿子さん、
松本吉央さん、五島清国さん（テクノ
エイド協会）、花岡伸和さん（日本パ
ラ陸上連盟）　 各100人
〈共通〉 無料　 ・ ・ ふれあいプ
ラザ☎7165－2886

講演・講座・教室
人生100年時代の心の健康作りセミナー
生活の中での「語ること」「聴くこと」
11月18日㈭10時～12時　 けや

きプラザ7階研修室　 介護施設利用
者・関係者の心と体の健康を保つため
の考え方・対処策　 森田夏実さん（東
京情報大学教授）　 40人（介護施設
関係者優先）　 無料　 ・ NPO法
人ACOBAいきいき生活倶楽部まほろ
ば☎7181－9701
湖北地区公民館（コホミン）講座

◎季節をめぐる寄せ植え講座（クリ
スマス編） 12月9日㈭10時～
12時　 大嶋陽子さん　 16人（抽
選）　 3500円　 エプロン、筆記用
具　 11月22日㈪（必着）まで
◎練功十八法から紐

ひも

解
と

く、健康寿命を
延ばすための呼吸法（背骨編） 11
月26日㈮15時30分～16時30分　
葉山美貴さん（練功普及指導員）　 中
高年　 先着20人　 500円　 運
動できる服装・室内履き、タオル、飲
み物
◎歌って健康！歌声サロンVol.18
12月6日㈪14時開演　 懐かしの
名曲をバンドの生演奏と一緒にお楽し
みください　 100人　 1000円
〈共通〉 ・ ・ 湖北地区公民館☎
7188－4433※ホームページから申
込可

週末リセット教室
11月の第2・4土曜日10時～10時
50分　 筋膜リリース、ストレッチ
など　 20人　 1回700円　 ・
・ 市民体育館☎7137－9030

にこにこ体操教室
1月～3月の金曜日13時30分～14
時30分（全9回）　 けやきプラザホー
ル　 40歳以上で介護予防トレーニ
ングセンターに登録していない方　
30人　 1回300円　 ・ 11月2
日㈫10時～介護予防トレーニングセ
ンター（けやきプラザ5階）☎7165－

千葉地方裁判所☎043－333－5238

まち協情報
我孫子南まちづくり協議会

◎南まち協フェスティバル 11月6
日㈯・7日㈰10時～16時（最終日15時
まで）　 絵画、書道、手工芸、舞台（6
日…市民による舞台、7日…キッズ伝
統芸能体験筝曲発表）など　 無料
◎パソコン講座 11月13日㈯13時
～15時30分　 SNSの始め方　 10
人　 200円　 パソコン・スマート
フォン・携帯電話　
◎スマホ・タブレット・パソコン相談
11月20日㈯13時～15時30分　 8
人（1人60分）　 無料　 相談したい
機器
◎健康長寿のための「感染対策とフレ
イル予防」基礎編　 12月5日㈰14時
～16時　 太田雪子さん（おおた医院
医師）　 60人　 無料　 11月1日
㈪10時～整理券配布　 スリッパ
〈共通〉 ・ ・ 我孫子南近隣センタ
ー☎7181－1011

新木地区まちづくり協議会
◎新木ふれあい文化祭 11月13日
㈯10時～16時、14日㈰10時～15時　
展示部門のみ（特別展示…我孫子東
高校つまようじアート）。「誰でもピア
ノ」開設　 ・ ・ 新木近隣センタ
ー☎7188－2010

こもれびまちづくり協議会
◎こもれび秋のフェスタ2021 11
月20日㈯10時～17時、21日㈰10時
～15時　 巨大つまようじアート、絵
画・書道・手工芸・生け花などの展示　
・ 近隣センターこもれび☎7165
－2011

我孫子北まちづくり協議会
◎秋の音楽会 11月23日㈷13時30
分開演　 青木研さんとバンジョー音
楽を楽しむ会　 50人　 無料　 当
日13時～整理券配布　 ・ ・ 我孫
子北近隣センター並木本館☎7157－
4517

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

▼歌声クラブ　11月5日㈮10時～11
時30分、近セこもれび。15日㈪13時
30分～15時、我孫子北近セ並木。楽
しく歌いましょう。先着30人。700円。
稲吉☎090－4027－6903
▼市民総合会塾　11月6日㈯・7日㈰
12時～15時。アビスタ工芸工作室。
ワクチンはどう影響するのか、これ
からの生活を考える。無料。 松木☎
070－4417－7367
▼ふだん着コンサート合同稽古③
11月14日㈰10時30分開演。湖北地
区公民館ホール。無料。 津軽三味線
“孝

たか

人
と

会”・中野孝人☎090－9953－

7008
▼認知症予防「生き生きハッピー脳
活」　11月18日㈭、12月6日㈪10時
～11時。どれみピアノスタジオ（緑2
の11の52）。歌とリズムで脳を刺激
し認知症を予防。各回10人。無料。
・ 遠藤☎080－5459－1597
▼我孫子フィル秋のコンサート　11月
20日㈯・21日㈰14時～。けやきプラ
ザホール。ドボルザーク交響曲第8番
ほか。1グループ2人まで。無料。
・ 11月10日㈬までに山品☎7132－
4069 abikophil@gmail.com
▼ガールスカウトのオープン集会
11月23日㈷9時30分～11時30分。手
賀沼公園。ミニ運動会。5歳～小学6
年生の女の子（保護者同伴）。無料。水
筒持参。 ・ ガールスカウト千葉県
第45団・井上☎080－5508－6627
▼パソコン楽しみ隊ICT講座「Word
で作るミニアルバム」　11月29日㈪
13時30分～。我孫子南近セ。写真に
イラストやコメントを加えた小冊子の
作り方。8人。1500円。 ・ 小西
☎7149－5243
▼プレアデスハーモニー2021モーツ
ァルト名曲コンサート　12月2日㈭
14時開演。アミュゼ柏。トルコ行進曲、
クラリネット五重奏曲「フィガロの結
婚」Vn、Va、Pf版。1500円。 ・
富永☎080－9994－8480
▼もりぽっくるクリスマスライド
12月19日㈰10時～12時。ほっとプ
ラザ下花輪。ストライダーに乗ってク
リスマスイベントを楽しみませんか。
2歳～5歳程度。300円。 ・ もりぽ
っくる・中垣☎090－1273－7111

会員・仲間募集 やってみよう

▼混声合唱を基礎から始めませんか
♪　月3回㈬午後2時間。湖北地区公民
館。「良きハーモニーは佳

よ

き絆から」を
モットーに仲良く楽しく歌っています。
3000円。 コーラル・フレンズ・石
川☎7188－0646
▼布佐卓球クラブ　毎週㈭19時～21
時、㈰㈷9時～12時。布佐小体育館。
練習、部内・対外試合。18歳以上。5
人程度。 4300円。 馬場☎080－
3029－7503
▼こども英語　曜日応相談。15時～18
時。アビスタ。年齢ごとにクラスを分け、
英語ドリル、ゲーム、歌などで楽しく
学ぶ。2歳～小学6年生。1回1000円。
無料体験受付中。 スマイリー☎050
－6874－9743

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　9月末日現在
9 月の発生件数 24 件
今年の発生件数（1月～） 173 件
前年同期比 +11件

9月の死者数 0 人
今年の死者数（1月～） 0 人
前年同期比  －3人

9月の負傷者数 33 人
今年の負傷者数（1月～） 210 人
前年同期比 +23人
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