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市役所の代表電話番号☎ 7185− 1111　　市ホームページアドレス https://www.city.abiko.chiba.jp/

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

Zoomでマンツーマン相談
9月30日までの毎週金曜日①9時～

②10時～③11時～（1人50分）　 パ
ソコン・スマートフォンの相談　
各回先着2人　 無料　 https://
pasotai.org/guidance/  パソコン
楽しみ隊・小西☎7149－5243
市民活動ステーション主催事業

◎あなたの始めたいを聴く場「S
シ ー ズ

eeds 
p
プ レ イ ス

lace」　 7月4日㈪・18日㈷10時
～16時（1人50分）　 市民活動ス
テーション　 何かを始めたい方の相
談の場　 子育て世代　 5人　 無
料　 前日まで
◎パソコンの困り事何でも相談会　
7月14日㈭9時～16時（1人60分）　
市民活動ステーション　 グループハマ
ダ・ヤマダ　 障害者・外国人（英語対
応可）・80歳以上　 6人　 無料
◎医療のおはなし処「ゆーずかふぇ」　

7月20日㈬10時～11時（1組60分） 
市民活動ステーション　 コミュニテ

ィーナースU’s　 がん経験者・家族　
2組　 無料　 7月19日㈫まで

◎移動子育て交流スペース「cafeネ
スト」　 7月30日㈯10時～11時30
分　 ウエルシア我孫子新木駅前店　

子どもの年齢に応じた本の選び方　
奥田美々さん（図書館司書）　 未

就園児と保護者※保護者単独可　 4
組　 300円　 7月28日㈭まで

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

ocn.ne.jp
ボウリング婚活

7月31日㈰13時30分～17時　
我孫子ふれあい広場集合　 38歳～
48歳で独身の方　 男女各12人（抽
選 ）　 3,000 円　 ・ 7 月 10 日
㈰までに電話・Eメールで住所、氏
名、電話番号を明示。我孫子市結婚
相談所あび♡こい♡ハート☎7184
－ 8100 wedding@abiko-shakyo.
com

市民柔道合同稽古
7月24日㈰10時～12時　 市民体

育館　 山部佳苗さんほか　 市内在
住・在学・在勤の方　 無料　 ・  
7月15日㈮（必着）までに、はがきに住
所、氏

ふ り

名
が な

、生年月日、年齢、段位、電
話番号を明記。〒270－1166我孫子2
の3の322澁谷篤☎090－3517－8123
ウクライナでの人道的危機に対する

支援チャリティー落語会
7月24日㈰14時～16時　 湖北台

市民センター　 山遊亭くま八さん、
桂南太郎さんほか　 先着50人　
2,000円※収益の一部を大使館へ寄
付　 ・ 7月15日㈮までに我孫子を

元気にする会・堀尾☎070－1510－
8634
新木地区まち協・湖北地区社協共催

らくらく健康体操
7月23日㈯13時30分～15時　 リ

ズム太鼓とフープで楽しく体操　 山
口江美さん　 先着20人　 無料　
動きやすい服装　 ・ ・ 7月7日㈭
～新木近隣センター☎7188－2010

子どもにだってできる！
はじめてのYouTubeづくり

8月3日㈬・9日㈫10時～13時（全2
回）　 小学4～6年生　 先着6人　

1,000円　 筆記用具　 ・ ・
7月25日㈪までに市民プラザ☎7183
－2111

我孫子市バドミントン連盟
第40回夏季大会

8月7日㈰受付9時～　 市民体育
館　 混合ダブルス　 ①年齢制限な
し②合計70歳以上③合計90歳以上④
市内在住・在学・在勤の初心者または
連盟会員初心者　 1,500円（連盟会
員1,000円）　 7月28日㈭までに連
盟ホームページ http://abikobad 
min.starfree.jp/　 高 橋 ☎ 080 －
1239－4360
踊りと音楽の共演はいかが？

7月30日㈯14時～　 アミュゼ柏 
ウエストサイドストーリーほか　

踊り…河合美智子さん、音楽…伊津野
志保さん、石井美由紀さん、小原由起
子さん　 2,000円※5歳未満は入場
不可　 アミュゼ柏、軽喫茶ぽぽら　

いかが？コンサート実行委員会・眞
山☎080－5697－9326

講演・講座・教室
いけばなこども教室

～親子で日本の伝統文化を体験しよう～
7月24日㈰、9月25日㈰、12月25

日㈰、令和5年1月29日㈰10時～11
時30分※10月8日㈯～10日㈷に我孫
子市民文化祭参加　 アビスタ　 我
孫子華道連盟　 小学生と保護者　
10組（抽選）　 9,000円（花材費、初
回に納入）　 筆記用具、雑巾　 ・

7月10日㈰（必着）までにはがきに住
所、子どもの氏

ふ り

名
が な

、性別、学校名、学年、
電話番号を明記。〒270－1166我孫
子3の3の17太田里恵☎7182－3837

川村学園女子大学
心理相談センター公開講座

7月17日㈰13時15分～15時40分
※Zoom使用　 ①ウィズコロナの時
代をいかに生きるか～心療内科外来の
変化からみた現状と今後の問題点～②
大人と子どもの心のケア　 90人　

無料　 ・ 川村学園女子大学心理
相談センター☎7183－7165（火～金
曜日10時～15時）

イベント

夏休みなぎなた教室
7月22日㈮9時30分～11時、31

日㈰9時15分～10時45分（1日でも
可）　 市民体育館　 小学生以上の
子どもと保護者　 先着4組　 500
円　 飲み物、タオル　 ・ 7月
17日㈰までに中村☎090－1253－
2996 kn.antar@gmail.com

介護の入門的研修
7月21日㈭10時～15時40分　 ア

ミュゼ柏　 使える介護知識、求人紹
介、個別相談　 先着20人　 無料　

・ 稲毛ペコリーノ☎043－306－
8520（木・日曜日を除く）

甲種防火管理新規講習
8月30日㈫～31日㈬　 市民プラ

ザ　 先着100人　 8,000円　 7
月14日㈭～21日㈭※日本防火・防災
協会ホームページ参照　 千葉県消防
設備協会☎043－306－3871、消防
本部予防課☎7181－7702
こもれびまち協・天王台地区社協
第68回シニアいきいき講座

7月24日㈰13時30分～14時30分 
近隣センターこもれび　 ミュー

ジックフープ健康体操&ヘルスリズム
ス　 山口江美さん（NPO鼓響理事
長）　 先着40人　 無料　 ・ 7
月22日㈮までに天王台地区社会福祉
協議会☎7183－9009

市史研　初級古文書講座
8月3日㈬・10日㈬・17日㈬9時30

分～11時30分（1日でも可）　 けや
きプラザ7階研修室　 先着25人　
2,500円（会員1,500円）　 ・ 7月
22日㈮（必着）までに、往復はがきに
講座名、住所、氏名、電話番号を明記。
〒270－1151本町3の1の2けやきプ
ラザ10階市民活動ステーション・荒
井茂男☎7182－2838

みんなの介護教室
8月6日㈯9時30分～11時30分　

市民プラザ　 知って役に立つ基礎知
識、自宅でできる簡単体操　 先着
30人　 無料　 筆記用具　 ・
7月29日㈮までに電話・ファクス・E
メールで住所、氏名、年齢、電話番号
を明示。我孫子北地区社会福祉協議
会☎ 7165－3434 kita@abiko-
shakyo.com

お元気まんてん教室
7月29日㈮14時～16時　 近隣セ

ンターこもれび※Zoom参加可　 終
活のすすめ～生前整理でよりよく生き
よう～　 藤岡兼一さん（生前整理診
断士）　 20人　 無料　 ・ 天王
台地区高齢者なんでも相談室☎7182
－4100
湖北地区公民館（コホミン）講座

◎スタインウェイのピアノを弾きません
か？　 9月3日㈯①9時～②10時30
分～③12時～④13時30分～⑤15時
～⑥16時30分～⑦18時～（各回1時間
15分）　 ホール（250人まで入場可）
を貸し切り、憧れの音色を奏でられま
す　 各回1組（抽選）　 1,000円　

・ ・ 8月10日㈬までに湖北地区
公民館☎7188－4433※ホームページ

から申込可※時間は第2希望まで明示

募集
生活相談員・就労支援員
（会計年度任用職員）

任期8月1日～令和5年3月31日※再任
あり　勤務日時月～金曜日8時30分～
17時（週4日）　 生活困窮者の生活相
談など　 社会福祉関連業務の実務経
験が1年以上あり、自動車の運転がで
きる方　 1人　 時給1,000円　
書類、面接　勤務場所・ ・ 7月15
日㈮（消印有効）までに登録申込書（市
ホームページからダウンロード可）を
郵送・持参。〒270－1192市役所社
会福祉課（西別館2階、住所省略可）・
内線395

看護師（会計年度任用職員）
任期令和5年3月31日まで※再任あ
り　勤務日時月～金曜日8時30分～
17時（月16日）　 健（検）診や相談、
予防接種請求事務など　 看護師免許
を有し、パソコン操作ができる方　
1人　 1,430円　 書類、面接　勤
務場所・ ・ 電話連絡の上、8月19
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）、免許
証の写しを本人が持参・郵送。〒270
－1132湖北台1の12の16健康づくり
支援課（保健センター）☎7185－1126

自衛官
◎一般曹候補生　試験日1次…9月15
日㈭～18日㈰、2次…10月8日㈯～
23日㈰　 18歳～32歳の方　 9月
5日㈪（必着）まで
◎自衛官候補生　 18歳～32歳の方 
試験日・ 随時
◎予備自衛官補　試験日9月25日㈰～
10月10日㈷　 18歳～33歳の方　

9月16日㈮（必着）まで
〈共通〉 ・ 自衛隊柏募集案内所☎
7163－6884
千葉いのちの電話　ボランティア相談員

研修期間10月26日～令和6年2月7日
20歳以上で基礎研修講座Ⅰ～Ⅳと

宿泊研修に参加できる方　 2,000円
（別途講座受講料）　 10月2日㈰面
接　 ・ 9月9日㈮（消印有効）までに
必要書類（事務局ホームページからダ
ウンロード可）を郵送。〒260－0012
千葉市中央区本町3の1の16千葉いの
ちの電話事務局☎043－222－4416

災害協力井戸
災害発生時など水道が断水したとき

に、生活用水を提供していただける井
戸を募集しています。ご協力をお願い
する場合は市と協定を締結します　
市民・事業所が所有する井戸のうち災
害時に利用できる井戸（飲料水に使用
していない井戸も可）　 市民安全課・
内線522

お知らせ
7月1日～7日は「全国安全週間」

職場の安全意識の高揚、安全活動の定
着が目的です。今年のスローガンは「安
全は急がず焦らず怠らず」　 千葉労
働局☎043－221－4312

https://pasotai.org/guidance/
https://pasotai.org/guidance/
abikosks@themis.ocn.ne.jp
abikosks@themis.ocn.ne.jp
mailto:wedding@abiko-shakyo.com
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http://abikobadmin.starfree.jp/
http://abikobadmin.starfree.jp/
mailto:kn.antar@gmail.com
mailto:kita@abikoshakyo.com
mailto:kita@abikoshakyo.com
https://www.city.abiko.chiba.jp/
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