ハンディのある子もない子も集まれ！

松ぼっくりツリーを作ろう！！
素朴でかわいいクリスマスツリーを作ります。
大きいもの小さいもの、材料と時間が許す限り作れます♪
（作った作品はお持ち帰りできます）

バンド演奏、ダンス、ゲーム、劇で楽しもう♪
プレゼントもあるよ
▼日にち：12 月 1 日（土）
▼時

間：①10：00 ～ 11：30

・ボランティア入門講座

②13：30 ～ 15：00
▼場

・子どもの学習支援教室のご紹介

所：我孫子南近隣センター9 階ホール

みよちゃんの折り紙教室

・てとりあスクール、JOY!JOY!クリスマス会

（我孫子駅南口徒歩 1 分）

好評につき第三弾！！はじめての参加の方も大歓迎！

▼対

象：幼児 ～小学 4 年生くらいまで

指先を使って折り紙で脳活しませんか？
おしゃべりしながら楽しい時間を過ごしましょう♪
老若男女問わず、ご参加いただけます。
（作った作品はお持ち帰りできます）

「ふれあいカード」ボランティア体験！
「ふれあい弁当の会カード班」の活動体験です。
高齢者宅に手作り弁当をお届けする際に添える
心のこもった手作りカードを作ります♪

※未就学児は保護者同伴
▼定

員：各回先着 70 名程

▼問合せ：て・と・り・あ

04-7185-5233

今年も残りわずかとなり、あっという間に
1 年が過ぎようとしています。
今回は、市内１３ヶ所の学習支援教室へ取
材に行きましたが、どの教室も子どもたちが
楽しそうに、いきいきと勉強をしていまし

▼参加費：無料

た。

▼定員：各先着 10 名

まだまだ学習支援教室の存在を知らないご

▼開催場所：て・と・り・あ 会議スペース

家庭も多いと思います。子ども達の学びの
場、居心地の良い居場所である、このような

申込み・問合せ

すばらしい教室があるということを知ってい

ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ
☎ 04-7185-5233

ただけたらと思います。

ﾒｰﾙ avc@abiko-shakyo.com

主任コーディネーター

藤田

ボランティアってなに？ボランティアを始めたいけどどうす

我孫子市社会福祉協議会
ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ

ればいいの？どんな活動があるの？そのすべてを解決します！
ボランティアに興味のある方も、すでにボランティアをした
ことがある方も、一緒に楽しく学べます！

〒270-1152 我孫子市寿 2-27-41
電話 ： 04-7185-5233

FAX ： 04-7185-5243

開設日 : 月～金 9：00～17：00 （土日祝休み）
メール ： avc@abiko-shakyo.com
ウェブサイト ：
公共交通機関の場合

お車の場合

我孫子駅南口から阪東バスで 10 分

施設前（県道側）２台のみ

「市役所」バス停で下車。徒歩１分

駐車が可能です。

http://www.tetoria.abiko-shakyo.com/
LINE＠アカウント ： @ptq5558x

【日時】11 月 28 日（水）14：00 ～ 16：30
【場所】我孫子市民プラザ

「第一会議室」

あびこショッピングプラザ 3 階（旧エスパ）
【定員】30 名（事前申込み優先）

ボランティアの基礎知識（活動の始め
方や心構えなど）や介護保険ボランティ
アポイント制度についてわかりやすく説
明いたします。
さまざまなボランティア活動のご紹介
や、既存のボランティア･市民活動団体
のご紹介もいたします。
また、ボランティア体験、施設見学な
どもご紹介いたします。

申込み・問合せ
ボランティア市民活動相談窓口 て・と・り・あ
☎ 04-7185-5233

主な内容

ﾒｰﾙ avc@abiko-shakyo.com

みなさまのご参加お待ちしています♪

子どもたちが誰でも無料で利用でき
る教室です。勉強が得意な人も、苦手な人も、学ぶことや考えることを通し
て、「勉強は楽しい」と感じてもらうために、学習支援サポーターの方々が
子どもたちに寄り添い、わからないところはマンツーマンで丁寧に教えて
います。学校でもない塾でもない、自分のペースで学べる場所です。

学習の習慣を身につけたい、学力アップをしたい
子どもから大人まで、外国人の方も、
「学び」を希望する方ならどなたでもご利用いただけます

主に小学生・中学生がご利用いただけます
★新木駅前教室

毎週日曜日 16：00 ～ 18：00

【場 所】ウエルシア薬局 新木駅前店内

【日 時】毎週火曜日 18：00 ～ 20：00

【場 所】NPO 法人アビィーズ

★利根陶房教室（とねとうぼう）

【場 所】あびこ市民活動ステーション 10 階 及び

【日 時】毎週火曜日 16：30 ～ 18：30

我孫子南近隣センター8 階「第一会議室」

【場 所】利根陶房

我孫子市布佐 2432

（国道 356 号線沿い）

★湖北駅前教室

★おおばん教室

【日 時】毎週金曜日 18：00 ～ 20：00

【日 時】毎週木曜日 16：30 ～ 18：30

【場 所】はるか 障害福祉サービス事業所

【場 所】喫茶店こばん

（湖北駅北口ロータリー前）

★湖北台教室

【日 時】毎週木曜日 16：00 ～ 18：00

【日 時】毎週金曜日 18：00 ～ 20：00

【場 所】近隣センターふさの風「和室」

【場 所】湖北台市民センター2 階

★布佐南近隣教室
【日 時】毎週金曜日 16：00 ～ 18：00

●問合せ先●
我孫子自主夜間中学“あびこプラス・ワン”
TEL/090-4240-1975（相澤）
ﾒｰﾙ/aizy9242@yahoo.co.jp

【場 所】布佐南近隣センター「かえでの間」

●問合せ先●
ふさ子ども学習室
TEL/080-3471-6640（山下）

主に小学生・中学生がご利用いただけます（予約優先）
小学 4 年生から高校 3 年生までご利用いただけます

★わごころ教室（子ども食堂併設）

★すずらん教室

【日 時】毎月第 2 日曜日 10：00 ～ 12：00

【日 時】毎週月曜日 18：00 ～ 20：00

【場 所】わごころ事業所内

【場 所】近隣センターこもれび 2 階「会議室」

●問合せ先●
すずらんの会
メール/suzurannokai@gmail.com

我孫子市寿 1-19-6 ﾊｲﾑｺﾄﾌﾞｷ 201 号室
（我孫子第一小学校付近）

●問合せ先●
NPO 法人アビィーズ
TEL/090-6120-7250（宮本）

（我孫子市民図書館布佐分館前）

★ふさの風教室

（湖北駅南口徒歩 5 分）

★あび塾
【日 時】毎週金曜日 18：30 ～ 20：30

【日 時】毎週火曜日 16：30 ～ 18：30

★我孫子けやきプラザ教室

小学 1 年生から高校 3 年生までご利用いただけます

我孫子市柴崎台 2-8-10 坂入ビル 1 階

●問合せ先●
特定非営利活動法人わごころ
TEL/04-7181-0556

学習の習慣を身につけたい、放課後の居場所に
主に小学生・中学生がご利用いただけます
★布佐教室
【日 時】毎週月曜日 18：00 ～ 20：00
【場 所】布佐ステーションホール（布佐駅北口 2 階）

★我孫子教室
【日 時】毎週木曜日 18：00 ～ 20：00
【場 所】けやきプラザ 11 階「手賀沼のうなきちさん家」

●問合せ先●
我孫子市役所 社会福祉課
TEL/04-7185-1111

各学習室では、利用者、学習支援スタッフや見守りスタ
ッフを募集しています!! 興味のある方は各問合せ先、又
は、て･と･り･あまでお問合せください。
お待ちしております♪
て・と・り・あ

TEL/04-7185-5233

