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　秘書広報課広報室 ☎7185－1269 7185－1520

 市民プラザ
◆第46回我孫子市消費生活展 5日
㈯・6日㈰10時〜16時30分　 消費
生活センター☎7185－1469
◆自然風景夫婦写真展 11日㈷〜
15日㈫9時〜17時（初日13時〜）　
写風＆紫扇・田谷☎7183－2785
◆内山春雄のバードカービング展

18日㈮〜22日㈫10時〜17時（初日
12時〜、最終日15時まで）　 鳥刻
の会・小田☎090－1805－5169
◆第32回習作展 25日㈮〜3月2
日㈬10時〜17時（初日12時〜、最終
日16時まで）　 シルバー人材セン
ター・中嶋☎7188－2200

 図書館　
 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
◆我孫子のいろいろ八景写真展　都市
計画課　 27日㈰まで
布佐分館ミニギャラリー
◆墨絵・書道・手編・木彫・水彩画作
品展　シルバー人材センター　 24
日㈭まで
 アビスタ1階中央通路
 開館時間：9時～21時　休館日：28日㈪ 
◆谷津の自然 2日㈬〜15日㈫（初
日10時〜、最終日16時まで）　 今
嶋☎090－6018－9458
◆震災を忘れない・伝えていく～刺

し

繍
しゅう

画レジリエンス千手観音菩薩・復興パ
ネル展 16日㈬〜27日㈰（初日13
時〜、最終日17時まで）　 澤田☎
090－8720－3446
 アビシルベ　開館時間：9時～18時

　☎7100－0014
◆手賀沼ポスターコンクール作品展示

4日㈮〜9日㈬（初日15時〜、最終
日15時まで）
◆我孫子のいろいろ八景パネル展
10日㈭〜16日㈬（初日13時〜、最終
日12時まで）
◆アビストリーム「アビスト de Night☆」
LIVE放送 18日㈮18時〜19時
◆めるへん文庫原画展　 21日㈪〜

28日㈪（初日12時〜、最終日16時ま
で）
けやきプラザ県民講座・講習(申込制）
◆老後の認知症とうつ対策 2日㈬

西村邦雄さん（ロハスサポーター）　
◆免疫力を高め健康でいきいき人生

16日㈬　 川上千里さん（日本笑い
学会）　

〈共通〉時間13時30分〜15時30分　
7階研修室　 60人　 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

2月

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　令和 3 年 12 月末日現在

12 月の発生件数 21 件
令和 3 年の発生件数（1 月〜） 235 件
前年同期比 － 7 件

12 月の死者数 0 人
令和 3 年の死者数（1 月〜） 0 人
前年同期比  －4 人

12 月の負傷者数 28 人
令和 3 年の負傷者数（1 月〜） 292 人
前年同期比 +9 人

※令和4年1月分からは掲載しません。我
孫子警察署ホームページをご覧ください。

1 月 1 日現在 前年同月比

人口 131,402人 －242人

うち外国人 1,991人 －4人

男 64,413人 －145人

女 66,989人 －97人

世帯 60,549世帯 ＋611世帯

我孫子市の人口

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　 猫里親会☎090－1618
－2502

シルバー人材センター入会説明会
2月14日㈪13時30分〜14時30分　
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2,400円　 ・ シルバー人材
センター☎7188－2200

Jアラート　全国一斉情報伝達訓練
地震や武力攻撃などの災害時に、Jア
ラート（全国瞬時警報システム）から
送られてくる緊急情報を確実に市民の
皆さんに伝えるため、防災行政無線に
よる情報伝達訓練を行います※災害
発生時などは中止　 2月16日㈬午前
11時〜　 市民安全課・内線217
シニアボランティアの会　活動報告会
2月18日㈮13時30分〜17時　 我

孫子南近隣センター　 南アフリカ・
香港・ミャンマー帰国報告　 先着
50人　 無料　 千葉県JICA・三輪
☎7169－0970

猫譲渡会＆フリーマーケット
2月20日㈰11時〜13時　 アビス

タ前広場（手賀沼公園側入り口）　 保
護猫の譲渡会、日用品の販売。売り上
げは野良猫を増やさない活動に使用　

ねこ友会・早川☎7188－0007

まち協情報
我孫子北まちづくり協議会

◎星空たんけん観望会 2月12日
㈯17時15分〜19時　 すばる・オリ
オン大星雲を見よう　 30人　 無
料　 2月10日㈭まで
◎子ども料理教室 2月19日㈯10
時〜13時　 巻きずしとヨーグルトゼ
リー　 小学4〜6年生　 10人　
100円　 室内履き、エプロン、三角
巾、手拭き、持ち帰り用容器

〈共通〉 ・ ・ 我孫子北近隣センタ
ー並木本館☎7157－4517

我孫子南まちづくり協議会
◎やさしい筋トレ 2月15日㈫①
13時15分〜②15時〜　 毎日続けら
れる筋トレ　 鈴木智美さん、辰己淳
子さん　 各回20人　 動きやすい
服装、室内履き、タオル、飲み物

◎スマホ・タブレット・パソコン相談
2月19日㈯13時〜15時30分　

10人（1人60分）　 相談したい機器
〈共通〉 無料　 ・ ・ 我孫子南近
隣センター☎7181－1011

こもれびまちづくり協議会
◎こもれび冬のフェスタ2022 2
月26日㈯・27日㈰10時〜16時　 ハ
ワイアン、フラダンス、コーラスなど
の発表会　 ・ 近隣センターこもれ
び☎7165－2011

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 、 …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

▼早春新体操無料体験　2月毎週㈭、
3月24日㈭・31日㈭17時〜18時。市
民体育館武道場。児童。手具貸し出
し。初心者歓迎。 ・ 小山☎7103
－8218
▼障害年金個別無料相談会　2月11日
㈷13時30分〜17時。パレット柏。
10人。 ・ NPOみんなでサポート
ちば☎070－1541－7661
▼講演会「多様な声を写真で伝える」
2月12日㈯14時30分〜。けやきプラ
ザホール。書籍販売・サイン会あり。

安田菜津紀さん。275人。500円。
東葛総合法律事務所友の会・中島☎

047－367－1313
▼Zoomの使い方初心者・入門編
2月13日㈰①10時〜11時30分（PC
参加）②13時30分〜15時（スマホ参
加）。Zoomの基本操作。各8人。無料。

abicom2021@gmail.com  A
BICOM・桑田☎7184－7758
▼地域交流フォーラム　3月1日㈫13
時〜17時。カーボンニュートラル技
術の最新動向。無料。 2月15日㈫ま
で。ホームページ参照。場所・ 東葛
テクノプラザ☎7133－0139
▼ペットロス相談会　2月18日㈮・
24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。30分2,000円。

・ 渡邉☎090－6197－6397

▼シニア野球クラブ我孫子エンジョイ
ス　毎月1・2回㈯9時〜12時。湖北
台中央公園野球場ほか。軟式野球で健
康増進。45歳以上。定年退職者歓迎。

1,000円。 佐藤☎7188－3746
▼白友会2　毎月2回2時間30分程度。
アビスタ。楷書、美文字の極意を直接
指導。美文字は相手に心が伝わります。
初心者大歓迎。 2,600円。 2,000
円。 中岡☎080－1061－9201
▼我孫子登山倶楽部　1日4時間以上
の山歩きができる方。男女・年齢不問。

3,000円。 8,000円（保険料含む）。
中易☎090－2452－1295または

ホームページ

▼放談くらぶ「幕末の英国外交官アー
ネスト・サトウのもう一つの功績」
2月19日㈯14時〜16時。我孫子北近
セ並木。 原田幸四郎さん。40人。
300円。 ・ 我孫子の文化を守る会
・佐々木☎7185－0675

会員・仲間募集 やってみよう

▼英会話サークル　毎週㈬10時〜12
時。市民プラザほか。日常生活や世の
中の出来事など、少人数で女性講師を
交えておしゃべりを楽しみます。見学
歓迎。 3,500円。 遠藤☎7107－
1213
▼求むバンド部員！　毎週㈭9時30分
〜12時。湖北台近セ。楽器演奏者・ボー
カル（女性含む）。洋楽・邦楽・懐か
しい歌など。無料。 ゴールデンシン
ガーズ・平本☎080－9641－0248

イベントなどでご活用ください！
四季折々の美しい風景をうたう「あびこ市民の歌」

　「あびこ市民の歌」は、昭和55年7月の市制施行
10周年を記念して制作が始まりました。歌詞を募集
し、我孫子をイメージできる「紅いつつじの花の波」
から始まる市民の方の作品が選ばれました。作曲は
シンガーソングライターの小椋佳さんに依頼し、我
孫子の四季をうたった「あびこ市民の歌」が完成し
ました。令和2年には市制施行50周年を記念し、小椋さん
により新たにアレンジされた「市制施行50周年記念 あびこ
市民の歌」を制作しました。
　イベントなどでの活用や、我孫子の美しい四季を思い浮
かべながら市内を散策してみてはいかがでしょうか。
◎ジャケット付きCDを配布　空の音楽用CD-RまたはCD
-RWを秘書広報課広報室にお持ちいただくと、市制施行50周年記念ジャケッ
ト付きCDと交換できます。
◎市ホームページでも公開　楽曲は市ホームページ（QRコード参
照）でも公開しています。※ダウンロード可

秘書広報課広報室（市役所本庁舎2階）☎7185－1269

mailto:abicom2021@gmail.com
https://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/gaiyou/kappaondo/index.html
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