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避難所一覧
　警戒レベル3・4を発令した場合、災害種別に応じて避難所を開設します。利根川の洪水警戒時は、避難者数に応じた開設順位で順次開設します。

※洪水（利根川）の指定避難所開設前に土砂災害警戒による指定避難所・自主避難所が開設している場合、アビスタ・天王台北近セ・近セふさの風に避難している方は、上位
階に避難するか、状況に応じてマイクロバスで第一小・第三小・布佐小学校に移動します。新木近セが指定避難所・自主避難所としてすでに開設している場合は、利根川の
洪水警戒時も継続して開設します。
※「近セ」は「近隣センター」を省略したものです。

指定避難所や緊急避難場所に行くことだけが「避難」ではありません

指定避難所
土砂災害 洪水（利根川） 洪水（手賀川・手賀沼）

○我孫子北近セ並木　○アビスタ　
○湖北台近セ　○新木近セ　○近
セふさの風

開設順位1　 ○久寺家中、我孫子北近セ並木、根戸近セ　○第一小　○第三小、高野山小　
○湖北台近セ　○新木小　○布佐小、布佐南近セ ○アビスタ　○高野山小　○湖北台近セ　

○布佐中、近セふさの風、布佐南近セ開設順位2　○第四小、白山中　○第二小、我孫子中　○湖北小、湖北台東小
開設順位3　○電力中央研究所　○近セこもれび　○湖北台西小、中央学院高　○新木近セ

自主避難所 「指定避難所」とは異なり、台風の接近が予想される場合や長時間の雨で内水浸水被害・土砂災害の発生が懸念される場合な
どに、市民の方からの問い合わせ状況や気象予測などを考慮した上で、事前避難を希望する方を対象に開設する避難所です。○我孫子北近セ並木　○アビスタ　○天王台北近

セ　○湖北台近セ　○新木近セ　○近セふさの風

　避難指示などが発令された場合、防災行政無線でお知らせします。無線が聞こえにくいときは、テレホン案内やメール配信サービスでも無線の内容を確認で
きますのでご利用ください。
テレホン案内☎0120－031676　放送後1時間経過した場合や新たな内容が放送された場合は、情報が更新されます。
メール配信サービス（要事前登録）　配信内容など詳しくは市ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。登録方法が分からない場合は秘書広報
課広報室（☎7185－1269）にご連絡ください。

　避難所や避難場所に避難せず、自宅にいた方が安全な場合もあります。ハザード
マップで浸水想定区域や浸水深を確認し、必要に応じて知人の家や避難所などへ避
難してください。天候や時間帯、自宅の状況などから判断し、最も安全な避難行動
を取りましょう。

主な避難方法
①近隣の高い建物や自宅内の安全な場所（2階など）への移動
②近隣の公園、親戚・知人の家など避難所や避難場所以外への移動　
③指定避難所や緊急避難場所への移動

保存版 風水害時の安全な避難行動

最初に

ハザードマップで、自宅が浸水想定区域や崖
崩れの危険がある区域に該当するかを確認

災害の危険があるため、原則、自宅の外への
避難が必要

災害の危険がない場所に親戚・知人などが
住んでいる 警戒レベル3・4の発令後、指定避難所（下表参照）・緊急避難場所へ避難

警戒レベル3・4の発令後、親戚・知人など
の家へ避難

できるだけ自宅にとどまってください。
周りと比べて低い土地・崖に近い場合は、必要に応じて避難してください。

浸水想定区域内であっても、次の全てに該当する場合は、自宅にとどまり安全確保す
ることも可能です。
①洪水で家屋が倒壊・崩落する恐れがある区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）の外側であ
る※ハザードマップで確認　②洪水時に想定される浸水深よりも高い場所にいる（マ
ンションなど）　③浸水しても水が引くまで過ごすための水・食料などの備えが十分
にある（目安は3日分以上）

高齢者や障害のある方は警戒レベル3「高齢者等避難」の発令後、それ以外の方は警戒レ
ベル4「避難指示」の発令後に避難してください。
「緊急避難場所」は屋外の公園などになります。風水害時など長時間にわたる避難が予想さ
れ、避難所が開設している場合は、できるだけ「指定避難所」へ避難してください。

該当しない

住んでいない

例外

該当する

住んでいる

風水害時の避難行動
　7月から配布している「あびこ洪水避難情報ハザードマップ（令和4年度作成）」とあわせてご確認ください。ハザードマップは市民安全課、市民課、
各行政サービスセンターで配布しているほか、市ホームページ（QRコード参照）でも公開しています。
　家族などと事前に安否確認の方法、集合場所、帰宅経路などを確認しておきましょう。　

市民安全課・内線295
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日程（予定）
9月5日㈪～7日㈬午前10時～　本会議（一般質問）
9月9日㈮午前10時～　総務企画常任委員会
9月12日㈪午前10時～　教育福祉常任委員会
9月13日㈫午前10時～　環境都市常任委員会
9月14日㈬午後1時～　予算審査特別委員会
9月16日㈮・20日㈫・21日㈬午前10時～　決算審査特別委員会
9月22日㈭午後2時～　本会議（採決など、閉会）
※日程は変更になる場合があります。最新情報は市議会ホームページをご覧く
ださい。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、傍聴は極力ご遠慮いただき、議
会中継をご活用ください。

　議会事務局・内線242

市議会定例会　開会中
　令和3年度に人件費や事業費などの経費を要した941件について、担当部局
による事後評価を行いました。改善する事務事業は9件（下表参照）です。厳し
い財政状況を踏まえ、事業手法の見直しなど予算の削減につながるものは確実
に反映させていきます。
　詳しくは市ホームページ・行政情報資料室（市役所本庁舎1階）でご覧くださ
い。

※令和4年度からスタートした「第四次総合計画」に合わせて事務事業を見直
し、細分化していた事務事業を集約しました。令和4年度からは、集約した事
務事業ごとに進行管理を実施しています。

　企画政策課・内線589

令和3年度事務事業　事後評価結果

改善内容 件数 事務事業名
拡充 2件 ホームページの管理・充実、学校支援事業の充実

廃止 2件 自動交付機設置業務、空き店舗を活用した「お休み処」の
充実

事業手法
見直し 5件

提案型公共サービス民営化制度の推進、寝具乾燥・消毒サ
ービスの充実、子ども向け情報紙発行およびホームページ
の運営、結婚相談事業への支援、公民館連絡協議会事務

定員になり次第締め切り
マイナンバー業務の休日開庁（事前予約制）

予約　①前日までに市民課☎7185－4326（月～金曜日午前9時～
午後5時※祝日を除く）②3開庁日前までにインターネット予約サ
イト（QRコード参照）※交付通知書（はがき）に「インターネット
または電話で予約可」と記載されている方のみ
場所　市民課（市役所本庁舎1階）
内容　マイナンバーカードの申請

（予約不要）・交付（要予約）、電子証
明書の更新（予約不要）など
申請時の持ち物　通知カード（申請
時回収）、住民基本台帳カード（お持
ちの方）、本人確認書類2点
◎本人確認書類　運転免許証・運転経歴証明書（平成24年4月1日以降に交付し
たもの）・パスポート・障害者手帳・在留カード・特別永住者証明書・健康保険
証・介護保険証・年金手帳・学生証・子ども医療費助成受給券・預金通帳など
※15歳未満の方が申請する場合、必要書類が異なります。また、法定代理人
の同伴が必要です。
※代理人によるマイナンバーカードの受け取りは、本人が来庁困難なことを証
する書類（診断書・障害者手帳など）が必要です。

　市民課・内線693

開庁日時 予約開始日時
9月3日㈯9時～13時

受付中
9月11日㈰9時～13時
10月1日㈯9時～13時 9月14日㈬9時
10月23日㈰9時～13時 10月5日㈬9時

◎使用料（10月1日㈯から改正）

※組合地域内…死亡者・申請者（四肢は本人、改葬は申請者）の住所が我孫子・
柏・流山市の方
※組合地域外の方の使用料は改正なし
◎火葬件数・時間、霊柩自動車（10月2日㈰から変更）

　ウイングホール柏斎場☎7131－6649

ウイングホール柏斎場使用料など　一部改正

区分 組合地域内
改正前 改正後

火葬場

15歳以上（1体） 4,600円 6,000円
15歳未満（1体） 2,200円 3,000円

死胎（1体） 1,500円 2,000円
改葬（1棺） 2,700円 3,000円
四肢（1件） 1,800円 2,000円

待合室 2室目（1室） 1,800円

変更なし

大式場
15時～翌日14時30分

117,100円
小式場 78,400円
祭壇 15,600円

霊安室 0時～24時（1体） 6,300円
霊
れ い

柩
きゅう

自動車（1回） 11,200円

区分 変更前 変更後

火葬場
件数 1日21件 1日24件

時間 9時～15時
1時間ごとに3件

9時30分～15時
30分ごとに2件

霊柩自動車 各火葬時間で最大1件
通夜搬送（16時斎場着）

各火葬時間で最大1件
通夜搬送（15時30分斎場着）

屋外広告物の適正な掲出にご協力を
9月1日～10日は「屋外広告物適正化旬間」

　市では、千葉県屋外広告物条例と市の景
観条例に基づき、屋外広告物の表示面積や
色彩などを規制しています。また、違反広
告物除去サポーターやサポート団体の協力
の下、違法に取り付けられた貼り紙、貼り
札、立て看板、広告旗を除去しています。
昨年度は669件を除去しました。
主な掲出ルール　①種類ごとに表示面積や
高さなどの制限があり、多くの場合は掲出
前に市の許可が必要　②許可には有効期限があり、期限後も掲出を継続する場
合はあらかじめ更新手続きが必要　③歩道を含む道路上や電柱への許可のない
設置は不可
　屋外広告物が無秩序に氾濫すると、街の美観を損ねるだけでなく、落下事故
などにつながる危険性もあります。きれいで安全な街並みを目指し、屋外広告
物の適正な掲出にご協力ください。

　都市計画課景観推進室・内線541

　下水道は、家庭などから出た汚水を手賀沼終末処理場に集め、浄化して自然
に返す役割のほか、雨水を速やかに流し水害を防ぐ役割もあります。
　9月10日は立春から数えて220日目で、昔は二

に

百
ひゃく

二
は つ か

十日と呼ばれ大きな台風
が来る日とされていました。その雨水を流す役割にちなんで定められた「下水
道の日」は、下水道への理解や関心を深めていただく日です。
◎排水設備の仕組み　下水を運ぶ方式は、汚水と雨水を1本の管で運ぶ合流式
と、別々の管で運ぶ分流式があり、市では分流式を採用しています。

◎排水設備は早期に設置を　市では、計画的に下水道を整備しています。整備
完了区域に在住の方は、排水設備の設置にご協力ください。下水道の処理区域
内でくみ取り式トイレを使用している方は3年以内に水洗トイレに改修、浄化
槽を使用している方は1年を目安に廃止し、下水道への接続工事をしてください。
◎下水道は正しく使いましょう　・生ごみや油を流さない　・ガソリンやシン
ナーなど揮発性の高い危険物や化学薬品を流さない　・水洗トイレでは水に溶
ける紙を使用　・汚水ますに雨水を流さない

　下水道課・内線588

9月10日は第62回「下水道の日」

▲分流式の仕組み

https://gyoseireserve.azurewebsites.net/abiko/reservetop
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市
民
相
談

弁護士
法律相談 来所

電話

6日㈫、8日㈭、15日㈭、20日㈫、22
日㈭9時30分～15時30分　市民相
談室（本庁舎2階）　秘書広報課☎
7185－1714

行政相談
28日㈬10時～12時（予約は26日㈪
まで）　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

21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

13日㈫10時～15時（予約は2日㈮～
12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

14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☎7136－2560（9時～15
時）

税務相談 電話 16日㈮10時～15時（予約は12日㈪～）
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（アビイクオーレ2階）☎
7185－0999

市
民
相
談

人権相談

来所 5日㈪10時～15時　相談室（西別館
2階）　社会福祉課・内線432

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
21日㈬13時30分～（予約は20日㈫
まで）　相談室（西別館2階）　障害者
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　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

市
民
相
談

結婚相談
（ 優先）

第1・3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

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 12日㈪10時～15時（巡回相談。先
着4組。予約は8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

※ は予約制です。市民相談・県民相談99月月

　市は、2050年までに二酸化炭素（CO₂）排出量実質ゼロを目指す「ゼロカー
ボンシティ宣言」を表明しています。ゼロカーボンとは、CO₂をはじめとする
温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸収量を差し引いて、排出量の合
計を実質ゼロにすることです。
　環境省では、脱炭素につながる行動（アクション）と暮らしにお
けるメリットを「ゼロカーボンアクション」として発信しています。
　詳しくは環境省ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。ゼロカーボ
ンアクションは、今後、広報あびこでも定期的に紹介します。
 移動をエコに！「スマートムーブ」
　自動車のCO₂排出量は、家庭からの排出量の約4分の1を占めます。移動手段
などを見直しましょう。

第1回　脱炭素化へ向けて一人一人ができること　
日常生活の中で取り組む「ゼロカーボンアクション」

　手賀沼課☎7185－1484

アクション メリット
●徒歩・自転車・公共交通機関を利
用　●エコドライブを実施（急発進・
急停車をしないなど）　●自家用車
を所有せずカーシェアリングを活用

●健康的な生活を送れる　●燃費の向上　
●同乗者が安心できる安全な運転、交通事
故低減　●自動車購入・維持費用の節約　
●状況に合わせて好きな車種を選択できる

　日本最大級の鳥の祭典「ジャパンバードフェスティバル（JBF）」のボランティ
アを募集します。
日時　11月5日㈯・6日㈰午前8時30分～午後5時（1日のみも可）※10月29日
㈯午前11時～正午に鳥の博物館で事前説明会あり
内容　我孫子駅・アビスタでの会場案内など
対象　高校生以上　定員　先着20人　報酬　1日1,000円

・ 　9月30日㈮（必着）までに、電話または申込書（市内公共
施設に設置。鳥の博物館ホームページ〈QRコード参照〉からダウ
ンロード可）をファクス・Eメール・持参。鳥の博物館☎7185－
2212 7185－0639 jbfsupport@city.abiko.chiba.jp

JBF2022ボランティア　募集

日時　10月1日㈯午後1時30分～
場所　市民プラザホール
内容　伊豆で挙兵し敗れた源頼朝は、房総へ逃れ、どのように奇跡の再起を果
たしたのでしょうか。房総各地に残る伝説を紹介しながら、再起の道のりをた
どります。
講師 笹

さ そ う

生浩樹さん（菱川師宣記念館館長）
定員　先着150人　費用　無料

　9月1日㈭午前9時30分～図書館各館窓口またはアビスタ本館に電話
　図書館アビスタ本館☎7184－1110

図書館読書講演会「頼朝再起の道のり」

冬水田んぼで稲刈りをしよう
日時　9月10日㈯午前8時30分～正午※雨天順延
場所　根戸城

じょう

址
し

（根戸1349）※当日案内板あり
内容　うるち米・黒米の収穫、虫とり大会
定員　先着30人※小学生以下は保護者同伴
費用　無料

・ 　9月2日㈮～富澤☎090－2234－5610
手賀沼水辺探検
日時　9月25日㈰午後1時～3時※小雨実施、雨天中止
場所　手賀沼フィッシングセンター近くの桟橋集合
内容　「もんどり」を仕掛けて魚をとり、漁師の
獲物と見比べて観察
対象　小学生※保護者同伴
定員　先着25人
費用　無料

・ 　9月2日㈮午前9時～手賀沼課☎7185－
1484

手賀沼流域フォーラム　イベント情報

日時　9月14日㈬午前10時～11時※雨天中止
場所　布佐南公園
講師　本庄勇二さん（（公財）体力つくり指導協会）
対象　市内在住で65歳以上の方
費用　無料
持ち物　動きやすい服装・靴、飲み物、タオル、
帽子

　高齢者支援課☎7185－1112

ボランティアも
募集中！

うんどう遊具の使い方などを紹介！
遊具うんどう教室講習会

JBF2022プレイベント　
バードカービング展

日時　9月16日㈮～21日㈬午前10時～午後5時（初
日正午～）
場所　市民プラザギャラリー
内容　内山春雄さん（バードカービングの第一人者）
の作品展示やこれまでの野鳥保護の活動をパネルで
紹介、高野山小学校の卒業生や鳥刻の会の作品展示
費用　無料

　手賀沼課☎7185－1484

mailto:jbfsupport@city.abiko.chiba.jp
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/sp/zc-action30/
https://www.city.abiko.chiba.jp/bird-mus/gyoji/jbf2022volunteer.html
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●こども急病電話相談：☎♯8000または☎043－242－9939（毎日19時～翌朝6時。看護師による電話相談）●救急安心電話相談：☎♯7009または☎03－6735－8305（平日・
土曜日18時～23時、日曜日・祝日・年末年始9時～23時。看護師による電話相談）●休日に病気・歯痛になったら：○診療科目…歯科（午前）、内科、小児科○受付時間…9時～
11時30分、13時～16時30分 休日診療所（湖北台1の12の17）☎7187－7020（診療時間内）※休日…日曜日・祝日・年末年始

小
こ

畑
ば た

塁
る い

ちゃん
（我孫子・1歳 3カ月）

ママの帽子を被ってみたよ！
暑さに負けず、1歳の夏を思い
切り楽しみたいな☆

和
わ

田
だ

紬
つ む ぎ

希ちゃん
（下ケ戸・1歳 4カ月）

歌やダンスが大好きな紬希
ちゃん。お兄ちゃんと沢山遊
んで、元気に大きくなってね☆

運動会で速く走れる！
未来のオリンピアン走り方教室

日時　10月1日㈯午前10時～正午※雨天中止
場所　手賀沼公園芝生広場
内容　日本陸上代表コーチとして多くのトップアスリートを育
成し、武井壮を陸上十種競技の日本チャンピオンに導いた小林
教授が、正しいフォームやより速く走る方法を教えます。
講師　小林敬和さん（中央学院大学教授）
対象　市内在住・在学の小学4～6年生　定員　50人（抽選）
費用　100円（保険料）

　9月20日㈫までにちば電子申請サービス（QRコード参照）
　我孫子地区公民館☎7182－0622

中央学院大学駅伝部を応援しましょう！
第99回箱根駅伝予選会応援バスツアー

日時　10月15日㈯午前5時40分～午後3時（予定）※雨天実施
場所　我孫子駅前郵便局前集合、解散※会場は国営昭和記念公園

（東京都立川市）
定員　先着30人　費用　5,000円（昼食、入場券含む）

・ 　9月30日㈮（必着）までに、インターネットまたは「バスツアー応援希
望」、住所、氏名、年齢、電話番号を明記し郵送・ファクス。〒270－1152寿
1の13の27我孫子市スポーツ振興応援団（我孫子市商工会）☎7182－3131
7182－1900※詳しくは市ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。

子育て情報は、メール配信をしています。詳しくは子育て支援センター☎7185－1915へ

子育て支援センターの地域子育て支援
①にこにこ広場（アビイクオーレ2階）☎7185－8882（㈪～㈯）
②すまいる広場（湖北台保育園内）☎7185－2196（㈪～㈯）
③かわむらんど（川村学園女子大学付属保育園内）☎7183－5995（㈪～㈮）

①
パパとあそぼう 10日㈯10時30分～11時30分「乳幼児とお父さんの会」

※要申込（先着10組）
ふたごちゃん・
みつごちゃんの会

14日㈬10時30分～11時30分「ふたご以上の乳幼児・
保護者・妊娠中の方の交流会」※要申込

②家族であそぼう 3日㈯11時～12時「秋祭りごっこ」
17日㈯11時～12時「体を動かして遊ぼう」

③

ふたごちゃん・
みつごちゃんタイム

毎週㈫10時～11時「ふたご以上の乳幼児・保護者・妊
娠中の方の交流会」

おひさまタイム 毎週㈮10時～11時「乳幼児と成長や発達でお困りの保
護者の交流会」

月 〈対象〉 市内在住の
乳幼児と保護者、
妊娠中の方

あびこで
子育て

9
無料

保育園・幼稚園などの地域子育て支援
マイ保育園ひろば　保育園の行事に参加したり、子育ての悩みや
不安を相談しよう！※各園に要登録（随時）

運動あそび 20日㈫10時～11時 根戸保育園
21日㈬10時～11時 寿保育園

散歩 28日㈬10時～11時 つくし野保育園
どろだんごをつくろう 聖華みどり保育園
園庭開放　園庭で一緒にいろいろな経験をしよう！※雨天中止

保育課・内線459（㈪～㈮午前8時30分～午後5時）

出前保育
るんるんパーク　広場スタッフと体操や親子遊びをしよう！※荒天中止

手賀沼公園 1日㈭10時30分～11時
天王台西公園 20日㈫10時30分～11時
子育て支援センター☎7185－1915（㈪～㈮午前10時～午後5時）

講演会「杉村楚人冠から折
お り

口
く ち

信
し の ぶ

夫へ」
日時　9月25日㈰午後2時～　場所　アビスタホール
内容　杉村楚人冠記念館で開催中の展示に合わせて、楚人冠から折口信夫（民
俗学者、歌人）に至る系譜を紹介します。
講師　安藤礼二さん（多摩美術大学教授）　定員　先着50人　費用　無料

・ 　9月4日㈰～24日㈯に杉村楚人冠記念館☎7187－1131

展示「杉村楚人冠の青少年時代－名ジャーナリストの原点を探る－」
日時　10月2日㈰まで午前9時～午後4時30分（入館4時まで）※月曜休館（祝
日の場合は翌平日）
場所　杉村楚人冠記念館
入館料　300円（高校・大学生200円、中学生以下無料）

市民のチカラまつり2022
子ども料理教室
日時　9月24日㈯午後1時30分～3時　場所　我孫子南近隣センター
内容　まぜて焼くだけ！カントリークッキー　講師　全国友の会我孫子支部
対象　小学生　定員　先着8人　費用　500円
持ち物　エプロン、三角巾、手拭き、飲み物

・ 　電話・Eメールで氏名、学年、保護者の電話番号を明示。渡辺☎7183
－7238 yasuo.eiko@icloud.com
講演会「好き（ゲーム）から未来が見える－若者の経験値を上げる社会サンカク
の場づくり－」
日時　9月25日㈰午後1時30分～4時20分※Zoom参加可
場所　我孫子南近隣センター　講師　荒井佑介さん（NPO法人サンカクシャ）
内容　好きなことを通じて社会に参画する若者について理解を深める
定員　会場70人、Zoom100人　費用　無料

・ 　9月18日㈰までに電話・ファクス・Eメールで氏名、電話番号、会
場またはZoom参加の旨を明示。市民活動ステーション☎ 7165－4370
abikosks@themis.ocn.ne.jp

幼児から高齢者、障害のある方も、みんなで楽しみましょう！
第48回チャレンジスポーツフェスタ

　詳しくは市ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。
日時　10月1日㈯午前10時～午後2時30分※雨天時一部中止
※午前9時～開会式・スポーツ協会表彰式を実施
場所　市民体育館
内容　①チャレンジコーナー…ストラックアウト（野球）、キックターゲット（サ
ッカー）ほか　②体験コーナー…ショートテニス、ボッチャほか　③トレーニ
ングルーム開放（インストラクターの指導あり）※中学生以下は保護者同伴　④
インボディー測定
費用　①～③無料、④200円　持ち物　室内用運動靴

　実行委員会☎7187－7110（火・木曜日午前8時30分～午後3時30分）
当日は「かけっこ教室」も開催！
時間　①午前9時30分～②10時30分～③11時30分～

（各回40分）※雨天実施
講師　山形今日子さん（スプリントスクール石原塾）
対象　小学生と保護者　定員　各回先着15組

　9月8日㈭～25日㈰にちば電子申請サービス
　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1604

フェスタ終了後に体育館施設を無料開放！
時間　午後4時～9時※屋外施設照明料は有料

　市民体育館☎7187－1155
▲山形今日子さん（並木小・
白山中学校卒業）

mailto:abikosks@themis.ocn.ne.jp
https://www.city.abiko.chiba.jp/event/taiikukan_sport/sportsevent/charespo.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/event/event_moyooshi/hakoneekidenyosen.html
https://s-kantan.jp/city-abiko-chiba-u/profile/userLogin_initDisplay.action?nextURL=CqTLFdO4voYB3vHIqvg0wjQ9f2VYJzSnVtXuWY28Gc81YgQZ9gBOeS9%2BIQWypkmKBSQ1l2160bxW%0D%0A3qZQiiqNu49CP5eOVFZJSLyVgpgt70u3h0fQwGhQ9Q%3D%3D60yuy2L%2BPg0%3D%0D%0A
http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/index.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/kosodate/children/odekake/koritsuhoikuen2.html
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●休日・夜間に病気になったら：○消防署（☎7184－0119）に電話してください。休日・夜間救急病院、小児救急病院を案内します。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～翌朝8時30分の小児救急は原則重症患者のみです。※緊急の場合は迷わず「☎
119」へ電話してください。※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

　耳垢は、耳道腺の分泌物や剥脱上皮（新陳代謝によって剥がれた粘
膜）、塵

じ ん

埃
あ い

などの混合物で、これが外耳道をふさぐほど大きくなった状
態を「耳垢栓塞」といいます。耳垢は少量であれば綿棒で除去できます
が、竹製や金属製の耳かきは外耳道を傷付ける危険性があるため、お勧
めしません。鼓膜の表面に耳垢があると耳内でガサガサと音がする場合
がありますが、自分で除去することは困難で、吸引などの処置が必要で
す。耳垢栓塞であっても無症状の場合が多いですが、水泳などで外耳道
に水が入って耳垢が膨張したときなどに、難聴や耳閉感、耳鳴りが起こ
ることがあります。この場合、耳垢専用の耳垢鉗

か ん

子
し

で除去します。耳垢
が石のように硬く痛みがあり除去できない場合は、耳垢水（耳垢を柔ら
かくする薬）を点耳し、耳洗浄をしながら洗い出します。外来では10～
20分で除去できる場合もありますが、自宅で30分以上点耳し、さらに
それを数回繰り返さないと除去できない場合も少なくありません。
　気になる症状がある場合は、耳鼻科へご相談ください。

新田医院　新田浩亮
　健康づくり支援課☎7185－1126№ 447№ 447

耳
じ

垢
こう

栓
せ ん

塞
そ く

項目 日にち 対象など
しあわせ
ママパパ学級

3・10・
17日㈯

妊娠20週以降の妊婦
とその夫、ご家族の方

育児相談
（乳幼児の育児）

7・21日
㈬ にこにこ広場

4カ月児相談 6・13日
㈫ 令和4年4月生まれ

1歳6カ月児健康診査 1・8日
㈭

令和3年1月20日～
3月2日生まれ

2歳8カ月児歯科健診 15日㈭ 令和2年1月生まれ

3歳児健康診査 1・8日
㈭

平成31年1月15日～
2月24日生まれ

5歳児歯科健診 15日㈭ 平成29年8月6日～
9月4日生まれ

離乳食教室
（4～6カ月児向け） 30日㈮ 乳児の保護者、

先着30人
後期離乳食教室

（8～9カ月児向け） 14日㈬ 令和3年12月生まれ、
先着20人

食事・栄養相談 随時 全年齢対象・電話相談可

◎乳幼児の各種健診・相談・教室
　健康づくり支援課（保健センター）☎7185－1126

は予約制です。

　 各種健診各種健診とと健康教室健康教室99月月

日にち 場所
14日㈬ 布佐南公園
16日㈮ 天王台西公園
20日㈫ 湖北台中央公園

◎遊具うんどう教室
時間　午前9時30分～10時30分
※布佐南公園のみ午前10時～11時
※雨天中止

高齢者支援課☎7185－1112

◎心の健康に関する教室　
場所 保健センター3階

　障害者支援課・内線421
教室名 日時

アルコール教室 2日㈮
14時30分～16時

問い合わせ先を
ご確認ください。

※年金収入には、遺族年金・障害年金は含みません。
※その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所
得控除などを差し引いた金額です。
◎負担割合が1割から2割に変更となる方への配慮措置　急激な自己負担額の増
加を抑えるため、令和7年9月30日まで、外来医療の負担増加額の上限は1カ月
当たり最大3,000円となります。上限額を超えて支払った金額は高額療養費と
して、事前に登録されている口座へ後日払い戻します。口座未登録者には、9
月末に千葉県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送しますので、同封の返
信用封筒で広域連合にご返送ください。

　広域連合コールセンター☎0570－080280（月～金曜日午前8時30分～午
後5時15分※祝日を除く）、国保年金課・内線928

10月1日㈯から
後期高齢者医療費の自己負担割合　変更

　10月1日㈯から新たに「2割負担」が追加されます。8月から3割負担の被保
険者証が交付されている方は、10月以降も3割負担です。「自分が何割負担にな
るか」などの問い合わせは、9月中旬以降にお願いします。新しい負担割合を適
用した被保険者証は、9月下旬に簡易書留で郵送します。
自己負担割合判定フロー

年金収入+その他の合計
所得金額が200万円以上
か

2割 世帯全員が2割

世帯内に被保険者が2人以上いる

次の全てに該当するか…①被保険者の住民税課税所得が145万円以上（現役並み所
得者）　②世帯内の被保険者が1人で収入額が383万円以上（世帯内に70歳～74歳の
方がいる場合はその方との収入合計額が520万円以上）または世帯内の被保険者が2
人以上で収入合計額が520万円以上

世帯内に住民税課税所得が28万円以上となる被保険者がいる

世帯全員が1割世帯全員が1割 1割世帯全員が3割

被保険者全員の年金収入
+その他の合計所得金額
が320万円以上か

しない

いない

いない

いいえ いいえ

する

いる

いる

はい はい

新しい被保険者証は9月中旬に郵送
後期高齢者医療被保険者証　更新

　10月1日㈯から、医療費の自己負担割合が変更となります。現在の被保険者
証（淡い赤色）は、9月30日㈮が有効期限です。新しい負担割合を適用した被保
険者証（淡い青色、有効期間は10月1日㈯～令和5年7月31日㈪）は、9月中旬に
簡易書留で郵送します。届かない・内容に誤りがある場合はご連絡ください。

※職権適用の導入により基準収入額適用申請は不要となりました。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」は、7月中旬
に交付済みです。
※有効期限の切れた被保険者証や認定証は、細断するなど確実に処分してくだ
さい。国保年金課・各行政サービスセンターに返却も可能です。　

　国保年金課（市役所本庁舎1階）・内線928

▲有効期間：9月30日まで ▲有効期間：10月1日～令和5年7月31日

任期　令和5年3月31日まで
勤務時間　月～金曜日午前8時30分～午後5時（月8日）
内容　乳幼児の個別・集団療育、発達評価、保護者からの相談対応など
対象　作業療法士免許を有し、乳幼児の療育・相談に携わった経験がある方
定員　若干名　報酬　時給2,310円　選考　書類、面接
勤務場所・ ・ 　登録申込書（市ホームページ〈QRコード参照〉
からダウンロード可）、レポート「自分の職種から考える、子ども
の発達支援と保護者支援について」（800字以内）、資格免許証の写
しを郵送・持参。〒270－1112新木1637こども発達センター☎
7188－0472

会計年度任用職員
こども発達センター作業療法士　募集

　日本では年間1万人以上が結核を発病しています。結核は、結核菌により主
に肺に炎症が起こる病気で、初期症状は風邪に似ています。痰のからむ咳・微
熱・体のだるさが2週間以上続いている、体重が減った、食欲がないなどの症
状が続く場合は早めに医療機関を受診しましょう。
　健康的な生活が免疫力を高め、結核の予防につながります。抵抗力の弱い赤
ちゃんが結核に感染すると重症化しやすいため、予防に有効なBCGワクチンを
接種しましょう。また、早期の発見が重症化を防ぎ、周囲への感染予防につな
がります。症状がない場合でも、毎年、胸部エックス線検査（40歳以上が対象）
を受けましょう。

　松戸保健所（松戸健康福祉センター）☎047－361－2139　

9月24日～30日は「結核予防週間」

　ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気付き、声を掛け、話を聴いて、必要
な支援につなげ、見守る人のことです。周囲で「食欲が減った」「飲酒量が増え
た」「元気がない」「職場を無断欠勤する」など、心の不調のサインを発している
方はいませんか。「いつもと違う」に気付いたら、勇気を持って声を掛けてみて
ください。周囲が手を差し伸べることで、自殺予防につながります。
　市ホームページ（QRコード参照）でゲートキーパー研修動画を公
開しているほか、生涯学習出前講座も実施しています。
相談窓口　○心の相談…障害者支援課・内線385　○生活相談…
社会福祉課・内線394　○健康相談…健康づくり支援課☎7185－
1126　○消費生活相談…消費生活センター☎7185－0999

　社会福祉課・内線432

みんながゲートキーパーのまち「我孫子」を目指して
9月10日～16日は「自殺予防週間」

https://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/shinososhiki/kodomo/202207.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/seikatsushien/jisatsu/gatekeeper.html


	 健康と福祉 		 No.1557   令和4（2022）年9月1日号6

 【広報あびこに掲載する広告を募集】　会社やお店のPRにご活用ください。広報あびこは新聞折り込みや公共施設などで配布しています。
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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

イベント
こほく・あらき健康まつり

転倒事故を防ごう「転ばぬ先の杖」
9月3日㈯13時～16時（受付15時30

分まで）　 湖北地区公民館　 健康
チェック（結果説明、アドバイス、健康
相談あり）、足裏ストレッチ体操（当日
整理券配布）など　 無料　 湖北地
区社会福祉協議会☎7187－2551
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」　 9月5日㈪・14日㈬10時
～12時（1人50分）　 何かを始めた
い方の相談の場　 子育て中の方　
各日先着2人　 開催日前日まで
◎パソコンの困り事何でも相談会　
9月8日㈭9時～16時（1人60分）　
グループハマダ・ヤマダ　 障害者・
外国人（英語対応）・初めて参加する80 
歳以上の方　 先着6人
◎医療のおはなし処「ゆーずかふぇ」　

9月21日㈬10時～、11時～、13時
～（1人50分）　 コミュニティーナー
スU's　 がん経験者・家族　 先着
3組　 9月20日㈫まで

〈共通〉 無料　 ・ ・ 市民活動ス
テーション☎7165－4370

第44回我孫子市書道連盟展
◎作品展示　 9月17日㈯～21日㈬
10時～17時（最終日16時まで）
◎子どもの書作体験　 9月17日㈯～
19日㈷10時30分～12時、13時30分
～15時※作品はホールに展示

〈共通〉 市民プラザ　 無料　 河野
☎7182－9065

我孫子茶道連盟　茶会
9月18日㈰10時～15時（受付14時30

分まで）　 アビスタ　席主藤城宗華
さん（表千家）、村上宗展さん（裏千家） 

2席2,000円　 村上☎7182－6037
ハーモニカ・メイツあびこ
20周年記念コンサート

9月18日㈰13時30分～　 湖北地
区公民館　 「ふるさと」「すばる」「川
の流れのように」など20曲　 無料　

髙田☎7188－0431
第52回卓球市民大会

11月3日㈷受付9時～　 市民体育
館　 ①中学生以下の部…男女別単

（シングルス）・複（ダブルス）②男子の
部…高校生・一般・40歳以上・60歳
以上の単（若い年代の種目に参加可）、
複（年齢制限なし）③女子の部…高校
生・一般単（年齢制限なし、団体戦出
場可）、団体（4人の3複、合計年齢が
制限なし・260歳以上の部）④ラージ
ボールの部…複（団体戦）※年齢は令
和4年4月1日時点　 市内在住・在学・
在勤の方　 単・複1人300円（高校
生以下200円）、団体1,200円、ラー

ジボール1人300円　 ・ 10月7日
㈮（必着）までに、はがきに大会名、
種目、団体名、住所、氏名、生年月日、
電話番号を明記。〒270－1176柴崎
台1の13の20佐藤隆洋☎090－2532
－2835
湖北地区公民館（コホミン）創立30周年
劇団コホミンによる「月の王国」上演会

11月6日㈰14時～　 月の探索に
訪れた女子大生たちが、太古から月に
住む神に出会い、さまざまな出来事
に遭遇するSFファンタジー　 川村
学園女子大学学生、学び舎コホミン
受講者ほか　 先着250人　 1,000
円（高校生以下無料）　 コホミンホー
ムページ　 ・ 湖北地区公民館☎
7188－4433

講演・講座・教室
千葉県男女共同参画地域推進員事業

講演会
9月17日㈯10時～12時　 白井市

役所※Zoom参加可　 これからの家
族の話をしよう～「男は仕事」「女は家
庭」はいつ・どこから・なぜきたのか
～　 皆川満寿美さん（中央学院大学
准教授）　 会場10人、Zoom30人　

無料　 9月13日㈫までに県ホー
ムページ（「千葉県男女共同参画セン
ター」で検索）　 千葉県男女共同参画 
センター☎043－420－8411

バランスボール体操教室
9月14日㈬13時～14時　 湖北地

区公民館　 高橋真弓さん（ベジガー
ルズ）　 先着20人　 無料　 湖北
地区社会福祉協議会☎7187－2551
こもれびまち協・天王台地区社協
シニアいきいき講座（健康体操編）
9月25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法人鼓響理
事長）　 先着40人　 無料　 ・
9月22日㈭までに天王台地区社会福祉
協議会☎7183－9009
危険物取扱者試験・受験者講習会

◎試験　 11月23日㈷　 千葉経済
大学　 甲種6,600円、乙種4,600
円、丙種3,700円　 ・ 9月13日㈫
～10月3日㈪に電子申請または9月16
日㈮～10月6日㈭に願書（各消防署・
分署で配布）を郵送・持参。〒260－
0843千葉市中央区末広2の14の1消
防試験研究センター千葉県支部☎043
－268－0381
◎講習会（希望者のみ）　 10月13日
㈭　 松戸市民会館　 乙種第4類・
危険物法令関係　 先着50人　
3,700円（別途テキスト代）　 ・ 9
月26日㈪～30日㈮に消防本部予防課

（我孫子市防災協会）☎7181－7702

認知症の理解をすすめる
9月は「世界アルツハイマー月間」

　高齢化により認知症の方が増加しています。市の要介護
認定者のうち、日常生活自立度Ⅱ以上の認知症高齢者は、
約半数となっています。認知症は、早期の相談・医療機関
の受診で進行を遅らせることができます。「認知症かも」と
思ったら気軽にご相談ください。
◎身近にこのような方がいたらご相談ください　・昼食を
食べたことや約束したこと自体を忘れてしまう　・曜日や
日付を何度確認しても忘れてしまう　・買い物に行ったばかりなのに、また買
い物に行くと言う
◎質問・相談窓口　高齢者なんでも相談室では、認知症地域支援推進員などの
専門職員を配置し、さまざまな質問・相談を受けています。
電話番号　我孫子北地区☎7179－7360、我孫子南地区☎7199－8311、天
王台地区☎7182－4100、湖北・湖北台地区☎7187－6777、布佐・新木地
区☎7189－0294
◎認知症ケアパス「認知症になっても安心して暮らせるまち・あびこ」　認知症
について相談できる市内医療機関や、予防・介護に役立つ情報を掲載したリー
フレットです。各行政サービスセンター、各近隣センター、各高
齢者なんでも相談室などで配布しているほか、市ホームページ（QR
コード参照）でも公開しています。

　高齢者支援課☎7185－1112

口
こ う

腔
く う

がん検診　中止
　10月に実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止し
ます。
　歯や口腔内で心配な症状がある場合は、迷わず歯科医院を受診してください。
症状がなくても1年に1回は受診し、歯と口腔の健康を維持しましょう。

　健康づくり支援課☎7185－1126

1に運動 2に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ～健康寿命の延伸～
9月は「健康増進普及月間」

特定健診
　日本人の死因の半数以上を占める生活習慣病の予防のため、特定健診を受け
ましょう。健診の結果、必要に応じて特定保健指導を実施します。
内容　問診、身体計測、血圧測定、血液検査（血糖、脂質、肝機能など）、尿検
査※各医療保険組合により項目が追加される場合あり
対象　40歳～74歳

・ 　加入中の医療保険組合
◎市の国民健康保険に加入中の方　受診券（クリーム色）と被保険者証を持参の
上、市内契約医療機関で受診してください。受診券を紛失した方や4月2日以降
に市の国民健康保険に加入した方は、直接医療機関へお申し込みください。令
和5年3月31日時点で5の倍数の年齢の方は、頸

け い

動脈超音波検査を追加できます
（実施医療機関のみ）。

　健康づくり支援課☎7185－1126

ご協力をお願いします
令和4年8月3日からの大雨災害義援金

　8月の大雨の影響で、各地で河川の氾濫や土砂崩れによる家
屋の床上・床下浸水などの被害が発生し、複数県の市町村に災
害救助法が適用されました。
　我孫子市社会福祉協議会では、被災者支援のため、義援金を
受け付けています。詳しくは社会福祉協議会ホームページ（QRコード参照）
をご覧ください。
義援金配分対象地域　青森県、山形県、新潟県、石川県、福井県
受付期間　12月21日㈬まで
受付場所　我孫子市社会福祉協議会、各地区社会福祉協議会（我孫子北、我
孫子南、天王台、湖北、湖北台、布佐）、西部福祉センター、ボランティア
市民活動相談窓口て・と・り・あ、福祉ショップ＆軽喫茶ぽぽら
※各郵便局から各共同募金会への送金も可能です（手数料無料）。

　我孫子市社会福祉協議会☎7184－1539

https://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/koureishafukushi/seikatsushien/keapasu.html
http://www.abiko-shakyo.com/cms_volunteernews2_shosai.php?no=11277


7No.1557   令和4（2022）年9月1日号 情報ひろば・市民伝言板 7

【市民伝言板の申込方法】　広報掲載依頼書（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）を掲載希望号の1カ月前の前日までに提
出してください。掲載する内容はイベント名、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

木。楽しく歌いましょう。700円。 室
内履き。 稲吉☎090－4027－6903
▼写真－端末に取り込みと検索編集と
3写真アプリ（AMG）保存の比較－　9
月15日㈭または23日㈷14時～16時。
市民プラザ。1,500円。資料は会計後
Eメール。 今泉☎090－4715－2905
▼楽譜が読めないシニア男性のピアノ
体験会　9月17日㈯12時30分～14時
30分。アビスタ。先着10人。500円。
オヤジのピアノクラブ・若崎☎080

－5012－4618
▼生涯現役ときわ会「作品展2022」
9月18日㈰～21日㈬10時～18時（初
日13時～、最終日17時まで）。柏市民
ギャラリー。水彩画、俳句、写真など。
無料。 今成☎090－6107－2664
▼我孫子寿寄席　9月18日㈰15時～。
我孫子市商工会館（寿1の13の27）。
雷門小助六（真打ち）、林家花（初の女
性紙切り）、立川幸路（前座）。2,000円。
・ みやま☎090－3102－8070
▼椎

しい

名
な

昭
て る

江
え

「和紙絵展」　9月20日㈫
～30日㈮9時～16時。柏青色申告会
館（柏市桜台14の7）。駐車場利用不可。
柏青色申告会☎7165－1191
▼ギターアンサンブル・リオ 第26回
定期コンサート　9月25日㈰14時～。
アミュゼ柏。「黒いオルフェ」「ます」
「家路」「Another day of sun」ほか。
無料。 手嶋☎7103－8076
▼パソコン楽しみ隊市民ICT講座「スマ
ホを便利に使う」　9月29日㈭13時30
分～。我孫子南近セ。先着10人。1,500
円。 ・ 郡司☎090－8856－3343
▼らくらくピアノ無料体験会　9月30
日㈮15時～。湖北台近セ。すぐに両
手で弾ける！初めての大人ピアノ。
・ 藤田☎090－1765－3692

会員・仲間募集 やってみよう

▼姿勢改善ストレッチ　毎週㈭10時
～11時、11時30分～12時30分。我孫
子香取神社社務所。初心者歓迎。体験

10分～15時30分　 ①相談（1人60
分）②ミニ相談（1人20分）　 ①12人
（初参加者優先）　 スマホ・タブレッ
ト・パソコン　 無料　 9月3日㈯～
◎南まち協フェスティバル出展・出演
者　募集 11月5日㈯・6日㈰10時
～16時※事前説明会10月16日㈰16
時～（各団体1人出席）　 出展（絵画・
書道など）、舞台（5日のみ。1団体20
分）　 市内活動団体・個人　 無料
9月30日㈮までに申込書（我孫子南
近隣センターで配布）を提出
〈共通〉 ・ ・ 我孫子南近隣セン
ター☎7181－1011

我孫子北まちづくり協議会
◎映画会 名画鑑賞で広がる地域の輪
①9月16日㈮②22日㈭13時30分～
※車での来場不可　 「ひまわり（字
幕版）」　 ①60人②25人　 無料　
室内履き（①のみ）　 ・ 我孫子

北近隣センター①並木本館☎7157－
4517②つくし野館☎7157－4085
天王台北地区まちづくり協議会

◎天王台北「近隣アート展」出展者　
募集 11月12日㈯・13日㈰　 絵
画、陶芸、写真など※子どもが描いた
絵、工作も可　 無料　 ・ ・ 9
月3日㈯～10月1日㈯に天王台北近隣
センター☎7182－9988

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 、市セ…市民センター 、
…講師、 …入会金、 …月会費、 …年会費、
…持ち物、 …申し込み、 … 問い合わせ

講演・催し たのしもう

▼パソコンスマホなんでも相談会　9月
1日㈭・29日㈭9時～16時（1人60分）。
けやきプラザ。障害者・外国人（英語対
応）・高齢者。1,500円。 ・ グルー
プハマダ・ヤマダ☎050－6867－9040
▼歌声クラブ　9月12日㈪、10月3日
㈪13時30分～15時。我孫子北近セ並

217217449449 お知らせ
猫譲渡会

9月4日㈰・18日㈰、10月2日㈰・16
日㈰12時～15時※荒天中止　 市役所
駐車場※譲渡には条件あり。持ち込み
は事前連絡。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
9月15日㈭14時～15時　 市民プ
ラザ　 市内在住の60歳以上で働く
意欲がある方　 先着20人　年会費
2,400円　 ・ 9月12日㈪までにシ
ルバー人材センター☎7188－2200

猫譲渡会＆フリーマーケット
9月18日㈰10時～12時　 アビス
タ前広場（手賀沼公園側入り口）　 保
護猫の譲渡、日用品の販売　 早川☎
7188－0007
総務省による「就業構造基本調査」
9月上旬～　 雇用・経済政策などに
役立てるため、調査員（調査員証を必ず
携帯）が訪問し就業状況の実態を調査
抽出された約300世帯の中で15歳
以上の方　 行政管理課・内線229

まち協情報
我孫子南まちづくり協議会

◎スマホ・パソコン講座 9月10日
㈯13時20分～15時30分　 スマホ
の音声機能を使って検索。写真をパソ
コンで整理、編集　 15人（初受講者
優先）　 300円　 スマホ、パソコ
ン　 9月3日㈯～
◎キッズ伝統芸能体験　箏曲（こと）
①9月25日㈰、10月2日㈰・8日㈯・
23日㈰・30日㈰、11月3日㈷午前②
11月5日㈯午後③11月6日㈰午前　
①②練習③舞台発表　 久東寿子さ
んほか　 小学生（全回参加できる方
優先）※初回のみ保護者同伴　 20人
（抽選）　 無料　 白靴下　 9月3
日㈯～13日㈫
◎IT/PC相談室 9月17日㈯13時

1,000円、以降1回2,000円。 中川
☎090－2426－1604
▼こぶしの会（囲碁の会）　毎週㈮9時
～12時。天王台北近セ。講義・教材
で勉強後、対局。5・6級～段位者。
見学可。 6人。 1,000円。 杉本
☎090－4021－7038
▼ハーモニカサークルドレミ　毎週㈮15
時～18時。アビスタ。毎月第4㈮は講師
の指導あり。唱歌・叙情歌から歌謡曲ま
で。演奏会にも参加。 1,000円。
1,500円。 能美☎090－2224－2341
▼シニア向け折り紙教室　毎月第2・
4㈮13時～15時。あけぼのふるさと
センター。 金子千春さん。 2,000
円。 千葉県高齢者生活協同組合東葛
北支部☎7148－7677
▼H21男塾料理教室　毎月第3㈮9時
～13時。アビスタ。 金子敦子さん。
楽しく和やかに料理を学ぶ。初心者歓
迎。若干名。 2万円。 脇田☎090
－5422－5479
▼ヴィヴァ・マンドリーノ　毎週㈯13時
～16時。湖北地区公民館ほか。マンドリ
ン、ドラ、チェロ、ギター、フルート。楽
しく演奏しませんか。 無料。 3,500
円。 中野☎090－6009－9106

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12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）
4 月 8日 8.2
4 月 21日 7.7
5 月 10日 9.4
5 月 24日 9.8
6 月 7日 7.6
6 月 21日 10

広告

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
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
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広報あびこに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止する場合があります。各問い合わせ先にご確認ください。

市からのお知らせをメールで配信しています。右記 QR コードを読み込
むか、我孫子市携帯サイト(http://www.city.abiko.chiba.jp/mob/)
へアクセスしてください。パソコンからは、市ホームページ内「メール配
信サービス」をご覧ください。

アプリ「マチイロ」で広報
あびこが閲覧できます。
アプリは左記 QR コードか
らダウンロードできます。

※8月22日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症関連情報新型コロナウイルス感染症関連情報
3回目接種券の発送
2回目接種から5カ月以上経過した方が3回目接種の対象です。

2回目接種時期 発送日（予定） 予約開始日時
令和4年4月まで 発送済み

接種券が届き次第、予約可
令和4年5月 9月13日㈫

　オミクロン株に対応したワクチン接種を10月中旬以降に開始予定です。
対象者や接種間隔は国で検討中です。決まり次第、市ホームページや広報あ
びこでお知らせします。

オミクロン株対応ワクチン

※59歳の方には60歳になった月の翌月に発送予定です。
予約方法　①インターネット予約　②コールセンター☎0120－855－366　
③医療機関へ直接予約　
※詳しくは市ホームページ（QRコード参照）をご覧ください。

3回目接種時期 発送日 予約開始日時
令和4年4月まで 発送済み 受付中

4回目接種券の発送

対象　①60歳以上の方　②18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する方、その
他重症化リスクが高いと医師が認める方　③医療従事者および高齢者施設・
障害者施設などの従事者
※3回目接種から5カ月以上経過している必要があります。
※接種券の発行申請が必要な場合があります。詳しくは市ホーム
ページ（QRコード参照）をご覧ください。

4回目接種の対象者

　原油価格・物価高騰に直面している子育て世帯に、子育て応援給付金を支
給します。
対象児童　中学生以下の児童　支給額　児童1人当たり2万円
対象　5月分の児童手当（特例給付を含む）受給資格を持ち、次のいずれかに
該当する方…①7月1日時点で市に住民登録があり、5月分の児童手当を市か
ら受給した方　②4月30日～7月1日まで継続して市に住民登録がある公務員

◎①の方　8月18日に支給済みです。
◎②の方 申請が必要です。8月1日に送付した通知書の案内に沿って、9月
22日㈭までに申請してください。通知書が届いていない場合はお問い合わ
せください。

　子育て世帯への給付金ダイヤル（子ども支援課）☎7185－1172（月～金
曜日午前9時～午後4時※祝日を除く）

　　　　 申請は9月22日㈭まで　子育て応援給付金市独自

 市民プラザ
◆第25回写遊暈写真展 9日㈮～
14日㈬10時～18時（初日13時～、
最終日17時まで）　 山口☎090－
7647－9756
◆JBF2022プレイベント　バードカー
ビング展 16日㈮～21日㈬10時
～17時（初日12時～）　 手賀沼課☎
7185－1484
◆第21回彩軌会展 30日㈮～10
月5日㈬10時～17時（初日13時～、
最終日15時まで）　 井出☎090－
7191－0404
 図書館　1日㈭～30日㈮
 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
布佐分館ミニギャラリー
◆キルト豊穣　窪田光土里

アビスタ1階中央通路
 開館時間:9時～21時　休館日:26日㈪
◆我孫子のいろいろ八景パネル展
1日㈭～13日㈫（初日12時～、最終日
13時まで）　 都市計画課・内線574
◆市民のチカラまつり2022展示
14日㈬～25日㈰（初日13時～、最終
日16時まで）　 市民活動ステーショ
ン☎7165－4370
◆第16回ちびっ子展 27日㈫～30
日㈮（初日10時～、最終日17時30分
まで）　 山口☎090－8872－8829
 けやきプラザ　
 休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
第1ギャラリー
◆第10回柏山会絵画展 4日㈰まで
9時～19時（最終日16時まで）　 町
田☎7163－6354
第1・2ギャラリー
◆遊子の風展 6日㈫～11日㈰11

時～18時（最終日16時まで）　 綾☎
090－4701－5617
◆我孫子野鳥を守る会　創立50周年
記念野鳥写真展 13日㈫～19日
㈷9時～18時（初日13時～、最終日
15時まで）　 相良☎090－9308－
8240
◆市民のチカラまつり2022展示
21日㈬～25日㈰9時～17時（初日12
時～、最終日15時30分まで）　 市
民活動ステーション☎7165－4370
 アビシルベ　開館時間：9時～18時

　☎7100－0014
◆杉村楚人冠記念館夏休みワークシ
ョップ作品展示 3日㈯まで
◆第44回我孫子市書道連盟展PR
7日㈬～13日㈫（初日10時～、最終日
17時まで）
◆市民のチカラまつり2022展示
15日㈭～25日㈰（最終日15時まで）

◆あびマルシェ「マイナポイントは
Suicaで貯めよう！」 27日㈫10時
～13時
 けやきプラザ県民講座・講習（申込制）
◆人生100年時代の片付け術 3日
㈯　 仲井圭二さん（整理収納アドバ
イザー）
◆北条義時とその姉政子 21日㈬

鈴木貞夫さん（読売・日テレ文化セ
ンター講師）
◆認知症を予防する七つの生活習慣

28日㈬　 南野和治さん（健康生き
がいづくりアドバイザー）

〈共通〉時間13時30分～15時30分　
7階研修室　 50人　 無料　 ・
ふれあいプラザ☎7165－2886※

月曜休館（祝日の場合は翌平日）※専
門職対象県民研修はホームページをご
覧ください

9月

ワクチンワクチン
接種接種
QQ＆＆AA

Ｑ．新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの
同時接種はできますか。
Ａ．新型コロナワクチン（小児用含む）とインフルエ
ンザワクチンの同時接種は可能ですが、インフルエ

ンザ以外のワクチンとの同時接種はできません。一方のワクチンを接種
してから2週間後以降にもう一方のワクチンを接種できます。

インフルエンザワクチンの場合 インフルエンザワクチン以外の場合

インフルエンザ
ワクチン

新型コロナ
ワクチン

インフルエンザ
ワクチン

同時接種可

接
種
間
隔
の

規
定
な
し

インフルエンザ
ワクチン

接
種
間
隔
の

規
定
な
し

インフルエンザ・
新型コロナ以外の

ワクチン

13
日
以
上

新型コロナ
ワクチン

インフルエンザ・
新型コロナ以外の

ワクチン

13
日
以
上

http://www.city.abiko.chiba.jp/mob/
https://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/COVID-19/vaccine/4th/4thsessyugaiyou.html
https://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/COVID-19/vaccine/4th/yoyakuwebsite.html
http://www.city.abiko.chiba.jp/mob/mail_service.html
https://machiiro.town
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