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【市民伝言板の申込方法】　広報掲載依頼書（市役所秘書広報課広報室・各行政サービスセンターで配布。市ホームページからダウンロード可）に必要事項を記入し、掲載希望号
の1カ月前の前日までに広報室へ提出してください。掲載内容はイベント名・日時・場所・内容・費用・問い合わせ先などです。※市ホームページから申込可　
・ 　秘書広報課広報室☎7185－1269 7185－1520

勤務日時土・日曜日を含む週3～4日、
1日4時間以上　勤務場所軽喫茶ぽぽ
ら　 福祉ショップ、軽喫茶のホール・
キッチン　 18歳以上　 若干名
時給960円※研修期間あり　 面接

・ 3月11日㈮までに履歴書を持
参。我孫子市社会福祉協議会☎7184
－1539
公共職業訓練「建築CAD・サービス科」

受講生（5月生）
期間6カ月間（3月15日㈫13時～説明
会）　 ハローワークに求職申し込み中
の方　 32人　 4月5日㈫に筆記、面
接　 無料（別途テキスト代など）　
3月18日㈮までにハローワーク松戸☎
047－367－8609　 ・ ポリテクセ
ンター千葉（千葉市稲毛区六方町274）
☎043－422－4810

市ホームページ　バナー広告
掲載期間　4月1日～令和5年3月31日
の1カ月単位※更新可　規格縦50ピク
セル×横130ピクセル※アニメーショ
ン不可　 月額2万円　 ・ 秘書広
報課広報室☎7185－1269

総合型地域スポーツクラブ
布佐健康クラブ

・ 第1土曜日…簡単ヨガ、ショー
トテニス、卓球、バドミントン。第2
日曜日…ショートテニス、バドミント
ン、卓球。第3土曜日…健康体操、グ
ラウンドゴルフ。第4日曜日…健康体
操、ボッチャ、トリコロキューブ、卓球。
第5土曜日…健康体操、班会議、掃除。
9時50分～12時※バス旅行、ゲーム大
会などのイベントあり　 布佐南小学
校　年会費3,000円　 室内履き、飲
み物、タオル、ヨガマット　 川端☎
090－6942－8224

449 お知らせ
猫譲渡会

3月6日㈰・20日㈰、4月3日㈰・
17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－
8723－9550
シルバー人材センター入会説明会
3月16日㈬14時～15時　 市民プ

ラザ　 市内在住で60歳以上の方
先着15人　年会費2,400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

3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

公共下水道の供用開始の縦覧
期間3月17日㈭～31日㈭　供用開始
区域東我孫子・つくし野・中峠・中里・
下ケ戸の一部　縦覧場所・ 下水道課

（市役所東別館2階）・内線538
第11回戦没者遺族への特別弔慰金

戦没者死亡当時の遺族で、令和2年4
月1日時点で公務扶助料や遺族年金な
どの受給者がいない場合、既定の順位
で遺族一人に支給します。申請がまだ
の方は、申請をお願いします。詳しく
はお問い合わせください　支給額25
万円（5年償還の記名国債）　 ・ 令
和5年3月31日㈮までに社会福祉課・
内線649

649 まち協情報
我孫子南まちづくり協議会

◎パソコン講座　 3月12日㈯13時
～15時30分　 スマホ写真をパソコ
ンへ　 14人（初めての方優先）
200円　 パソコン、スマートフォン
◎スマホ・タブレット・パソコン相談

3月19日㈯13時～15時30分
10人（初めての方優先）　 無料　
相談したい機器
◎スカイサロン「能の楽しみ方」 3
月26日㈯14時～16時　 能楽師によ

る解説、能面・装束・楽器などの紹介
※実演あり　 梅村昌功さん（下掛宝
生流）　 先着50人　 無料　 室内
履き　 3月3日㈭～整理券配布

〈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
◎はっけん　あらきウオークラリー

3月19日㈯～27日㈰10時～15時
新木地区の6カ所の公園を回り問題

を解く（広報あびこ3月1日号の記事か
ら出題）　 50円（18歳未満無料）　
・ 新木近隣センター☎7188－2010

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

▼あびショップ　3月11日㈮10時～18
時、12日㈯10時～17時。イトーヨーカ
ドー我孫子南口店エントランス。手作
り品、雑貨、アクセサリーなど。新会
員も募集。 関☎080－5452－6190
▼我孫子スクエアダンスクラブ無料体
験講習会　3月12日㈯・19日㈯10時
～12時。市民プラザ。動きやすい服装。

石崎☎7188－7965
▼あびこ市歩こう会　3月13日㈰我孫
子駅発・成田線8時46分乗車、下総神
崎駅下車。小雨決行。発酵の里・神崎
町散策。10㎞ ウオーク。午前中で終了。
300円。 鈴木☎090－1404－7463
▼第15回記念公演「ロンの花園」　3月
20日㈰13時～、17時～。取手市民会館。
1,500～2,000円（配信あり）。 ・ 守
谷子どもミュージカル☎070－5585－
0406 http://moriyakm.com/
▼第15回冷えとり勉強会　3月27日
㈰14時～。我孫子南近セ。冷えとり
の基本と春の過ごし方。先着35人。

500円。 ・ かおり鍼灸院・酒井☎
090－3539－4126
▼ピアノ始めたい方のらくらくピアノ
無料体験会　3月31日㈭10時～11時
30分。市民プラザ会議室1。仲間と楽
しく気軽に両手で弾けた！の体験！
・ 藤田☎090－1765－3692

会員・仲間募集 やってみよう

▼我孫子G·G協会（グラウンドゴル
フ） 毎週㈪～㈮9時～11時。湖北台
中央公園、五本松運動広場ほか。 永
田☎090－3539－2481
▼居合道・雄山会　毎週㈫・㈭18時
～21時、㈯13時～17時。根戸近セ。

1,000円。 2,500円（学生1,000
円）。初心者・見学歓迎。 葛西☎
090－9306－5246
▼ケーエス体操クラブ　毎週㈬14時
～16時。市民プラザホール。見学歓迎。

1,000円。 1,500円。ヨガマット、
飲み物持参。 片野☎7184－0554
▼謡曲（宝生流）　毎月第1・3㈰午前。
アビスタ学習室。初心者歓迎。 宝
生流教授。 2,000円。 手賀宝生会・
浜崎☎7182－2669

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
水の汚濁を示す指標で、数値が低いほど水質
が良いことを示します。
☆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6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 10 月 15 日 8.9
令和 3 年 10 月 25 日 9.5
令和 3 年 11 月 2 日 9.5
令和 3 年 11 月 16 日 8.1
令和 3 年 12 月 16 日 6.2
令和 3 年 12 月 23 日 6.8

リモートワークなどで勤務形態が多様化して
いる今、市内への移住を促すために「住み替えあ
びこナビ」改訂版を作成
しました。都内から移住
してきた方へのインタビ
ューや、東京駅まで電車
で60分圏内の主要12駅
の最新の土地価格を掲載
し、子育て・自然・住環
境の優れた我孫子の魅力
を紹介しています。3月
中旬から市役所本庁舎、
アビシルベなどで順次配布予定で
す。詳しくは市ホームページ（QRコ
ード参照）をご覧ください※ダウン
ロード可

あびこの魅力発信室☎7185－2493

我孫子で“ここちよい暮らし”を
「住み替えあびこナビ」最新版広告掲載枠

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

http://moriyakm.com/
https://www.city.abiko.chiba.jp/event/machinodekigoto/abicom/r03katsudo/sumikae2022.html
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