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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

任期必要に応じて学期ごと　勤務日時
授業日に3時間〜3時間30分（週3・4
日）　勤務場所市内小学校　 学校内
外の巡回、登下校時の見守りなど　
時給960円　 書類、面接　 ・ 教
育委員会学校教育課☎7185－1267

公立保育園　会計年度任用職員
①看護師（医療的ケア） 勤務日時平日
8時30分〜17時のうち7時間30分　
園児の医療的ケア、健康管理　 1人　

時給1,550円（予定）
②保育士（フルタイム） 勤務日時平日
6時45分〜19時15分のうち7時間45
分（シフト制、土曜勤務あり）　 3人　

月額196,771円
③保育士（パートタイム）　勤務日時平
日8時30分〜16時30分のうち7時間
15分（シフト制、土曜勤務あり）　 3
人　 時給1,210円
④給食調理員　勤務日時平日8時30分
〜16時30分　 給食調理全般　 若
干名　 時給1,030円
⑤給食調理補助員　勤務日時平日8時
30分〜16時のうち4時間（月12日、シ
フト制）　 給食の下処理や盛り付け
など　 若干名　 時給960円

〈共通〉任期4月1日〜令和5年3月31日
※再任あり　勤務場所寿・湖北台・つ
くし野保育園のいずれか　 ①医療ケ
ア（導尿など）が可能な看護師②③保
育士、幼稚園・小学校・養護教諭、保
健師、看護師、准看護師のいずれかの
有資格者または子育て支援員研修修了
者（地域保育コース）　 書類、面接　

・ 登録申込書（市ホームページか
らダウンロード可）、資格証の写し（①
〜③のみ）を郵送・持参。〒270－
1192市役所総務課（住所省略可）・内
線232　 保育課・内線464

お知らせ
猫譲渡会

2月13日㈰・27日㈰、3月13日㈰・
27日㈰12時〜15時※雨天中止　 市

地区高齢者なんでも相談室☎7182－
4100

講演・講座・教室
市民のチカラまつり企画部門講演会
   「各地の将門伝説・伝承を探る」　
2月11日㈷13時30分〜17時　 市

民プラザ　 「将門記について」「地元
に残る将門伝説・伝承」　 山路直充
さん（市立市川考古博物館）　 100
人　 無料　 ・ 我孫子の文化を守
る会・美崎☎080－3410－4426
地域で子どもをどのように支援していけるのか
～子どもの人権をめぐる地域活動を模索して～
2月26日㈯14時〜16時30分　 ア

ミュゼ柏　 岩城正光さん　 150
人　 無料　 ・ 電話・ファクス
・Eメールで氏名・電話番号を明示。
CAPなのはな ☎ 070 － 6513 － 70
87 7167－8957 cap_nanohana
-entry@yahoo.co.jp

募集
我孫子特別支援学校　給食調理員

任期3月31日まで※更新あり　勤務
日時平日7時30分〜16時15分のう
ち6時間（週29時間）　 1人　 月額
177,600円　勤務場所・ ・ 我孫
子特別支援学校☎7187－0831
保健師（産休代替、会計年度任用職員）
任期4月1日〜令和5年3月31日※再
任あり　勤務日時平日8時45分〜
17時（月21日、勤務時間・日数応相
談）　 高齢者相談、訪問、健康教育
など　 保健師の有資格者で自動車
運転・パソコン操作ができる方　 1
人　 時給1,580円（予定）　 書類、
面接　勤務場所・ ・ 2月16日㈬

（必着）までに登録申込書（市ホームペ
ージからダウンロード可）、資格証の
写しを郵送・持参。〒270－1192市
役所高齢者支援課（住所省略可）・内線
416
学校安全管理員（会計年度任用職員）

市長杯争奪囲碁大会
2月13日㈰12時15分〜　 市民プ

ラザ　 段級位別リーグ戦　 56人
（抽選）　 500円（小・中学生無料）　

・ 2月5日㈯（必着）までに往復は
がきに住所、氏名、電話番号、段級
位、所属クラブ（ある場合）を明記。
〒270－1132湖北台2の21の4川村
治☎090－2648－7519
認知症の方の家族のつどい「あびこ」
2月9日㈬13時30分〜14時30分　
けやきプラザ7階研修室　 介護方

法や悩みなどの情報交換　 認知症の
方の家族・介護経験者　 10人　
無料　 ・ 2月8日㈫までに高齢者
支援課☎7185－1112

市民活動ステーション主催事業
◎シニア向けパソコンの困り事何でも
相談会 2月9日㈬・16日㈬9時〜
16時（1人60分、月1回）　 市民活動
ステーション　 グループハマダ・ヤ
マダ　 各日6人（障害者、英語対応
可）　 無料
◎シニアがZoomに親しむためのカフ
ェ 2月17日㈭10時〜11時30分※
Zoom使用　 GoogleMapで旅行を
楽しむ　 小酒修さん（我孫子南まち
づくり協議会）　 15人　 無料
◎移動子育て交流スペース「cafeネス
ト」 2月22日㈫10時〜11時30分　

湖北地区公民館　 湖北地区の情
報交換をしながら、自分や子どもの
ことを安心して話せます　 未就園児
と保護者※保護者のみ可　 5組　
300円　 2月20日㈰まで

〈共通〉 ・ 市民活動ステーション☎
7165－4370 abikosks@themis.

ocn.ne.jp
第87回にっぽんの心を歌う会

歌と踊り新春大会　
2月13日㈰10時30分〜　 けやき

プラザホール　 最近の話題曲から
懐メロまで　 会員、協力団体　 無
料　 阿部☎090－8081－7827

2022地域お楽しみ会
2月20日㈰13時〜17時　 湖北地

区公民館　 チャリティー寄席、地域
住民発表会　 桂枝太郎さん（落語）、
鏡味味千代さん（太

だ い

神
か ぐ ら

楽）、地域のサー
クルほか　 先着100人　 無料　

湖北地区社会福祉協議会☎7187－
2551
我孫子吹奏楽団　第32回定期演奏会
2月20日㈰14時〜　 けやきプラ

ザホール　 G.ビゼー「カルメン組
曲」ほか　 今川英悟さん（指揮）　

無料　 ・ 中村☎080－3472－
8420
新木地区まち協・湖北地区社協共催

らくらく健康体操 
2月23日㈷10時〜11時30分　 バ

ランスボールを使って健康体操　 高
橋真弓さん（ベジガールズ）　 先着
20人　 無料　 動きやすい服装、
室内履き、飲み物　 ・ ・ 2月5
日㈯〜新木近隣センター☎7188－
2010

お元気まんてん教室
2 月 25 日 ㈮ 10 時 〜11 時 30 分 ※

Zoom使用　 座ってできるフレイ
ル予防運動　 轟幸治さん（たくみの
マッサージ）　 無料　 ・ 天王台

イベント

※ は予約制です。市民相談・県民相談22月月

市
民
相
談

弁護士
法律相談 来所

電話

3日 ㈭、10日 ㈭、15日 ㈫、17日 ㈭、
22日㈫9時30分〜15時30分（予約
は1日 ㈫8時30分 〜）　 市 民 相 談 室

（本庁舎2階）　秘書広報課☎7185－
1714

行政相談
24日 ㈭10時 〜12時　 市 民 相 談 室

（本庁舎2階）　秘書広報課☎7185－
1714

行政書士
相談 電話

16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

8日㈫10時〜15時（予約は2日㈬〜7
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

9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 18日㈮ 10時〜15時（予約は14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

市
民
相
談

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

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
16日㈬13時30分〜（予約は15日㈫
まで）　相談室（西別館2階）　障害福
祉支援課・内線421

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

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

市
民
相
談

若者就労相談
28日㈪13時30分〜16時30分（予約
は24日㈭まで）　市民プラザ会議室
2〈15歳〜49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

交通事故
相談

来所 14日㈪10時〜15時（巡回相談。先
着4組。予約は10日㈭まで）　市民
安全課（本庁舎地階）・内線485

来所
電話

月〜金曜日（祝日を除く） 9時〜12
時、13時〜16時30分　交通事故相
談所☎047－368－8000
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