2018

\料金を書いてないのは参加無料!

イベントをたのしもう♪
H ULALOHA‘ekolu (フラロハエコル)
楽しいハワイアンイベント
6/2(土) 10:00～ 荒天3(日) ※両日荒天中止
手賀沼公園
問=実行委員会
info@lilikoi-market.com

行ってみよう!やってみよう!
寺子屋コホミン
(｢コホミン｣は湖北地区公民館の愛称です)
川村学園女子大学 教育学部の学生と
学ぶ楽しさや達成感を感じましょう!
4/28(土)､5/26(土)､6/30(土) 10:00～11:30
湖北地区公民館 第2学習室
小学生 各日先着20名
要申込 電話､当日直接会場で
申･問=湖北地区公民館(コホミン) 7188-4433

(布佐1-18-2) 駐車場10台
3才～小学生 (男の子も大歓迎)
要申込 電話で
HP ｢エストレーラバレエ」で検索
☆土曜10:30からの幼児科はママも
一緒にレッスンを受けられます
申･問=荒井 7189-5885

キッズ伝統芸能体験 箏曲(琴

ボーイスカウト 我孫子第2団

鉄道模型運転会

体験デイキャンプ

HOゲージ､Nゲージ鉄道模型車両の運転会
5/3(祝) 12:00～15:30 5/4(祝) 9:30～15:30
旧井上家住宅 新土蔵 (相島新田1)
※入場無料､見学自由､駐車場あり
どなたでも(模型車両は持参､1人30分)
問=印西鉄道模型クラブ 関根 0476-42-2309
文化･スポーツ課 7185-1583

6/10(日) 9:30～14:00
ふれあいキャンプ場
幼児～小学生 (保護者同伴)
1家族 500円
申･問=林崎 TEL/FAX 7188-8986

体験!ガールスカウトの野外集会
サツマイモの苗を植えよう！
5/13(日) 9:30受付～12:00解散
我孫子北近隣センターつくし野館 集合
団の畑まで徒歩で移動 ※雨天時内容変更あり
5才～小学生の女子と保護者
水とう､軍手､雨具､汚れてもよい服･靴で
要申込 電話､ショートメール
(氏名､年令を明記)で
問=井上 080-5508-6627

クラシックバレエ無料体験会
初めてのレッスンを体験
5/20(日) 10:30～12:00
エストレーラバレエ 布佐スタジオ

こと )

プロの演奏家が楽しく本格的に指導！
｢本物｣を体験して日本の伝統文化を学ぼう
練習日: 5/27､ 6/3･10･17･24､ 7/1･8･15
いずれも(日) 午前 7/21(土) 午後
※初回のみ保護者同伴
舞台発表: 7/22(日) 午後
我孫子南近隣センター 和室､9Fホール
小学生 16名 ※全回参加できる方優先
白靴下
要申込 電話で 5/1(火)～
問=我孫子南近隣センター 7181-1011

(野外料理＆ゲーム)

親子でゆかたにチャレンジ
ゆかたの着付けを親子で楽しく学ぼう
7/7(土) 9:30～11:30
湖北地区公民館 和室
小学生と保護者 先着10組
500円
要申込 電話､湖北地区公民館HPで
申･問=湖北地区公民館(コホミン) 7188-4433

小学生手工芸体験教室
｢手作りパワー｣ たのしもう！
☆7/7(土)
①粘土工芸(ソフト粘土で作るスイーツ)
②ボタリー陶器絵付け(赤いハイビスカ
スのタイル絵)
③パンフラワー(パンダの"シャンシャン")
☆7/8(日)

新緑

号

④手編みサロン(蝶ネクタイをした くまちゃん)
⑤七宝焼(キーホルダー､ペンダント 他)
⑥刺しゅう(ランチョンマット)
⑦パッチワークキルト(キューブポーチ)
※①②④⑤9:30～11:30 ③⑥⑦12:30～14:30
アビスタ 第2･第3学習室､工芸室
材料費 500円～700円
各教室 定員10名
要申込 はがき､FAXで 6/30(土)〆切
申･問=各教室の講師
①関 眞由美 7182-4403
②神蔵 よし子 7187-3292
③阿部 乃里子 7182-8556
④鈴木 迪子 7182-7669
⑤荻野 紀子 7188-0968
⑥山根 登美子 7115-1228
⑦小枝 ひろ子 7189-0138
※くわしくは｢広報あびこ｣ 6/16号で

アビコでなんでも学び隊
申･問=〒270-1147 若松26-4
我孫子地区公民館
｢アビコでなんでも学び隊」担当
TEL 7182-0622/FAX 7165-6088
要申込 はがき､FAX､ちば電子申請サービ
スで 講座名､住所､氏名(ふりがな)､性別､
学年､学校名､電話番号(日中連絡がつく番
号)を明記
※1人1枚で連名不可､市内在住･在学の方優先､
応募少数の場合中止あり
①5/28(月)必着 ②6/25(月)必着

①小 6～ 中 3対 象

ROBOLAB(ロボラボ)プログラミング教室
～光センサーを使ってプログラミングしよう～
6/9(土) 13:00～16:30
アビスタ ホール
小6～中学生 22名 (応募多数抽選)

②小 4～ 小 5対 象

ROBOLAB(ロボラボ)プログラミング教室
～車型ロボットを作って動かそう～
7/14(土) 13:00～16:30
アビスタ ホール
小4･5 22名 (応募多数抽選)

小学校の運動会
第 一 小 …………………… 5/26(土)
第 二 小 …………………… 5/26(土)
第 三 小 …………………… 5/26(土)
第 四 小 …………………… 5/26(土)
湖 北 小 …………………… 5/19(土)
布 佐 小 …………………… 5/19(土)
湖北台西小 …………………… 5/19(土)
高 野 山 小 …………………… 5/26(土)
根 戸 小 …………………… 5/19(土)
湖北台東小 …………………… 5/19(土)
新 木 小 …………………… 5/19(土)
並 木 小 …………………… 5/26(土)
布 佐 南 小 …………………… 5/19(土)
我孫子特別支援学校 ……… 5/19(土)

家族みんなで でかけよう
アビシルベまつり
｢ご当地キャラがやってくる！｣ やクイズラ
リー、グルメ、ステージ、体験コーナーなど
お楽しみがいっぱい
4/29(祝) 10:00～16:00 荒天中止
雨天は内容が変わることがあります
アビシルベ､けやきプラザ広場､
アビイクオーレと周辺道路
※くわしくはアビシルベホームページで
問= アビシルベ 7100-0014
http://www.abikoinfo.jp/

布佐新緑まつり 祭
子どもの遊び場､中学校吹奏楽､パトカー
などの展示､ゆるキャラとあそべるよ!
4/29(祝) 10:00～16:00 雨天 30(祝)
布佐駅東口大通り
問= 実行委員会 松島 7189-2100

今年もやります！

おまつりスタンプラリー
紙面の中で 祭 マークのあるおまつり
でスタンプを集めて賞品を当てよう!
台紙はおまつり会場やアビシルベ、
近隣センターなどでもらえるよ～♪
くわしくは､広報あびこ4/16号や
スタンプラリー台紙を見てね！
問 商業観光課 7185-1111(内線 505)

湖北台 鯉 (こい)のぼりまつり

消防団操法大会

たくさんの「こいのぼり」が大空に！
4/29(祝)～5/5(祝)
湖北台中央公園
イベント:
5/5(祝) 10:00～14:00 雨天中止
パン食い競争､玉入れ､わたあめ､折り紙
など、おたのしみがいっぱい！
問= 高橋 090-4175-4942

ポンプ車が大活躍！消防車も来るよ
5/27(日) 8:00~12:00
(小雨決行)
五本松運動広場
問= 消防本部警防課 7181-7701

あびこ福祉まつり
輪なげ､ロボット操作､エアードローン､
木工工作､手話体験やバザー､軽食など
5/13(日) 10:00～15:00
アビスタ､手賀沼遊歩道
問= 社会福祉協議会 7184-1539

Enjoy 手賀沼！2018
～みんな大好き 手賀沼ファースト～
プチゲーセンやカヌー･ヨットの体験
5/13(日) 9:00～15:30
手賀沼親水広場､鳥の博物館
問= 手賀沼課 7185-1484

利根川ゆうゆう公園
オフロード自転車コース
マウンテンバイク･ヘルメット･防具の貸出
は終了しました 各自ご用意ください
4月～9月 6:00～18:00
10月～3月 7:00～16:00
※暗くなったらおしまいにします
問= 市民体育館受付 7187-1155

手賀沼公園
ミニＳＬとレンタサイクル
千葉県民の日 6/15(金)は無料開放
ミニS Lは5/5(祝)･7/1(日)も無料！
問=平日：シルバー人材センター
7188-2204
営業日：090-4520-3603

ユニセフ･ラブウォーク in 手賀沼
手賀沼に集まる水鳥たちのさえずりを
きき、文学者の足跡にふれるウォーク
5/20(日) 9:30～12:30 (受付 9:10～)
水の館 集合
どなたでも 先着100名
4才～小学生: 200円､中学生以上: 500円
要申込 電話･FAXまたはHPから
5/18(金)〆切
※くわしくは｢広報あびこ｣ 4/16号で
申･問=千葉県ユニセフ協会 043-226-3171
FAX 043-226-3172
info@unicef-chiba.jp
http://www.unicef-chiba.jp

我孫子市めるへん文庫作品募集
オリジナル童話をお待ちしてます!!
▶ 小学生の部/中学生の部/
高校生の部(H12.4.2～H15.4.1生)
▶ 400字詰原稿用紙､またはA4用紙(20字
×20行)に縦書きで
1作品10枚以内 1人2編まで
▶ 郵送またはメールで応募､9/30(日)必着
※くわしくは｢広報あびこ｣ 4/16号で
申･問=〒270-1166 我孫子1684
文化･スポーツ課 文化振興担当
7185-1601
meruhenbunko@city.abiko.chiba.jp

げんきフェスタ 2018
笑顔は ぼくらの
げんきのエネルギー!!
6/24(日) 10:00～15:00
湖北地区公民館
100円
問=七戸(しちのへ) 090-8558-9916

ジュニアスタッフ募集
げんきフェスタを企画して楽しもう！
4/22､ 5/13･20･27､ 6/3･10･17
いずれも(日) 13:30～16:30
6/23(土) げんきフェスタ前日
6/24(日) げんきフェスタ当日
7/ 1 (日) うちあげ
湖北地区公民館 または
湖北東小 地域交流教室
小･中学生
申･問= 深津 090-5315-6580
栗原 090-2467-2327 (夜間)

近隣センターに集まれ!!
新木ふれあい春まつり
子どもの遊びやフリマ､吹き矢など
5/20(日) 10:00～14:00
新木近隣センター
問= 新木近隣センター 7188-2010

こもれび＊おはなし会
木曜の日 幼児向け
4/26､ 5/10･24､ 6/14･28､ 7/12･26
いずれも(木) 11:00～11:20
幼児コーナー
土曜の日 どなたでも
5/19､ 6/16､ 7/21
いずれも(土) 14:00～14:30
読書コーナー
問= 近隣センターこもれび 7165-2011

こもれびフェスタ2018
子どもの広場やおはなし会､もぎ店など
「こもれび寄席(よせ)」で笑っちゃお！
6/3(日)
バザール･子どもの広場･
おはなし会など 10:30～14:00
こもれび寄席
14:00～ (予定)
近隣センターこもれび
問= 近隣センターこもれび 7165-2011

森のちびっ子きょうしつ
小さな森をつくろう！
6 /16(土) 10:00～11:30 小雨決行
近隣センターこもれび 庭､会議室3
2～4才児と保護者 15家族(応募多数抽選)
1家族100円
動きやすい服･靴 雨天:長靴､雨具
要申込 はがき､メールで

住所､電話番号､全員の氏名､子どもの年
令を明記 6/13(水)必着
申･問=近隣センターこもれび 7165-2011
〒270-1144 東我孫子1-41-33
「森のちびっ子きょうしつ」係
komorebi.morichibi16@gmail.com

図書館へ行こう！
問= アビスタ本館
湖北台分館
布 佐 分 館
そよかぜ号

7184-1110
7187-3055
7189-1311
7187-0909

鳥の博物館 2F 多目的ホール
小学生以上 (小3以下保護者同伴)
先着14組 (制作は1組につき1つ)
要申込 電話で

鳥のゴムバンドをつくろう
かみどめやお弁当に使えるかわいい鳥の
ゴムバンドを作ってみませんか?
5/13(日)
①10:00～12:00 ②13:00～15:00
鳥の博物館 2F 多目的ホール
小学生以上(小学生未満は保護者同伴)
各回当日先着50組

本の点検のためのお休み
○湖

北 台 分 館 6/ 5 (火)～6/ 8 (金)
佐 分 館 6/19(火)～6/22(金)
※開館日は図書館ホームぺージで
http://www.library.city.abiko.chiba.jp/

○布

図書館おはなし会
《おはなし会》
4～9才くらいの子ども向け
○アビスタ本館
5/12･19､ 6/9･16､ 7/14
いずれも(土) 14:00～14:30
○布佐分館
5/6･27､ 6/3･24､ 7/1
いずれも (日)11:00～11:30

《そよかぜおはなしタイム》
幼児～小学生と保護者向け
※雨天中止
○青山台ステーション (柴崎台北公園)
5/16､ 6/20
いずれも(水) 15:00～16:00
○久寺家ステーション
(久寺家あけぼの公園)
5/4､ 6/8､ 7/6
いずれも(金) 14:00～14:35

鳥の博物館 イベント情報
申･問= 鳥の博物館 7185-2212 (月休館)
※館内イベントは高校生以上要入館料
手賀沼周辺の自然観察会 てがたん
5/12 鳥の子育て
6/ 9 田んぼに集まる生き物たち
いずれも(土) 10:00～12:00 (雨天中止)
鳥の博物館玄関前 集合
100円 (中学生以下無料)
筆記用具､双眼鏡(貸出あり)

飛べ！鳥の紙ひこうき

手賀の丘少年自然の家情報
申･問=手賀の丘少年自然の家 7191-1923

～手賀沼フォトツアー～
カメラ初心者向け､さつえいしたあとは
船から手賀沼を見学します
5/27(日) 9:00～12:00 雨天中止
親子･一般 先着20名
100円 (保険料)
カメラ (一眼レフ､スマートフォンなど)
要申込 電話で 4/27(金) 9:00～

手賀の丘探検隊
夜の生き物に会いに行こう！
自然と遊ぼう

セミの羽化や樹液に集まる虫を観察
7/21(土)･28(土) 8/3(金) (同一内容)
19:00～21:00 雨天中止
親子･一般 先着20名
100円 (保険料)
要申込 電話で 6/21(木) 9:00～

ちょっと足をのばして
松戸市 こども祭り
子どもや親子で「見て 動いて 作って
参加できる」コーナーがいっぱい！
5/3(祝) 10:00～15:00
21世紀の森と広場 (つどいの広場)
松戸市千駄堀269
問=松戸市 子どもわかもの課 047-366-7464
栄町 千葉県立房総 (ぼうそう)のむら
問=房総のむら 0476-95-3333

☆春のまつり
空いっぱいのこいのぼりを見に来てね！
時代衣裳(いしょう)変身体験･レトロ写真
館(有料)など
5/3(祝)～5(祝) 9:00～16:30

鳥型の紙ひこうきを作って飛ばそう
5/3(祝) 13:30～15:30
鳥の博物館 2F 多目的ホール
先着20名 (小3以下保護者同伴)
要申込 電話で

印西市 千葉県立北総(ほくそう)花の丘公園
問=管理事務所 0476-47-4030

鳥凧 (とりだこ)教室

☆こどもまつり

鳥凧同好会オリジナルのポリ袋を使った
鳥凧を作ります
5/6(日) 13:30～15:30

5/12(土)･13(日) 10:00～15:00

☆ミルクフェスティバル
6/2(土)･3(日) 10:00～15:00

\料金を書いてないのは参加無料! おやっこルーム

おいで！ちいさなおともだち
こどもの遊び場、親子の交流場
0才～就学前の乳幼児と保護者対象

☆にこにこ広場 7185-8882
水～月 10:00～17:00

☆すくすく広場 7185-1936
月～土 9:00～16:00

☆わくわく広場 7185-2196
月～土 9:00～16:00

☆すこやか広場 7185-2247
月～土 9:00～16:00
※お誕生会､イベントなどの
お問合せは各広場へ

☆出前保育
けやキッズ､るんるんパーク

☆育児相談
※子育て応援情報詳細は｢広報あびこ｣
｢市ホームページ｣よりご覧ください

めざせ!! Jリーガー＆なでしこ
フットサルを楽しみます
5/26(土)
市民体育館 メインアリーナ
3才～未就学児
※くわしくは ｢広報あびこ｣ 5/1号で

ファミリーコンサート
7/7(土) アビイホール
※くわしくは ｢広報あびこ｣ で

とおんきごう
リズムと歌で遊ぼう!
4/26(木)､5/24(木)､6/28(木)､7/26(木)
10:30～11:30
我孫子南近隣センター 9Fホール
未就園児と保護者
おんぶひも
問=我孫子南地区社協 7185-5117

ほっとサロン
親と子の交流の場
5/ 5 (祝) ｢鯉のぼりを楽しもう｣
湖北台中央公園 鯉のぼりまつり会場
6/22(金) ｢たなばた飾りを作ろう｣
湖北台近隣センター幼児コーナー
10:00～11:30
未就園児と保護者
問=湖北台地区社協 7188-1410

ごっこひろば
おもちゃ､ボール､トンネル遊びなど
5/6(日) 10:00～11:30
アビスタ ホール
未就学児と家族
動きやすい服装､飲み物
問=市社協 7184-1539

5/10(木) ｢ベビーヨガ｣
(バスタオル､飲み物持参)
6/14 (木) ｢七夕折り紙､みんなであそぼ｣
7/12(木) ｢保健師による育児相談(要予約
先着5組)､手作り遊び｣
10:00～11:30 (受付9:45～)
新木近隣センター 和室
未就園児と保護者
申･問=湖北地区社協 7187-2551

子育てサロン ｢わ｣
親子のくつろぎの場､おもちゃ遊びなど
5/15(火)､6/19(火)､7/17(火)
10:00～11:30
我孫子北近隣センター 並木本館
多目的ホール
0才児～未就園児と保護者
問=我孫子北地区社協 7165-3434

おやっこひろば
5/17(木) ｢ベビーマッサージ(要予約
先着10組)｣ オイル代400円
6/21(木) 保健師による講話
｢赤ちゃんの遊びと離乳食｣
7/19(木) ｢夏の赤ちゃんフォト｣
10:00～11:30
湖北地区社会福祉協議会事務所
(スーパーマスダ 3F)
0才児と保護者
要申込 電話で
申･問=湖北地区社協 7187-2551

我孫子南近隣センター 9Fホール
妊娠中の方～1才半位の乳幼児と保護者
バスタオル､おんぶひも
問=我孫子南近隣センター 7181-1011

お 知 ら せ
あびこ子ども食堂
地元野菜中心のあたたかいごはんをどうぞ
親子･子どもだけ･大人だけでも歓迎です
4/26､ 5/10･24､ 6/14･28
いずれも(木) 17:00～19:30
※ご飯がなくなり次第終了
ハコカラ (本町2-4-14 オークビル1F)
どなたでも
300円(未就園児は無料)
※悪天候等で中止になる場合は､facebookで
ご案内します
https://www.facebook.com/abiko.community.trunk/
問=ACT(ハコカラ) 7170-0765
abiko.act@gmail.com
始めよう! 緑のカーテン

ゴーヤ苗プレゼント
ゴーヤの育て方､緑のカーテンの作り方､
緑のカーテンコンテストの案内
5/12(土) 14:00～ 無くなり次第終了
アビスタ前広場 (手賀沼公園入口)
200本配布 (概ね1人２本)
問=エコライフあびこ 深山 7181-5036
手賀沼課 7185-1484

どんぐりランド

スマイル･ママ

おもちゃのある遊び場
5/17(木)､6/21(木)､7/19(木)
10:00～11:30
我孫子南近隣センター 9Fホール
未就園児と保護者
おんぶひも
問=我孫子南近隣センター 7181-1011

月に1度､｢スマイル･ママ｣のスタッフが
短時間託児を実施します (予約優先)
5/22､ 6/26､ 7/24､ 8/28､ 9/25､ 10/23､
11/27､ 12/25､ H31/1/22､ 2/26､ 3/26
いずれも(火)
10:00～15:00 (最終受付14:00)
にこにこ広場 (アビイクオーレ2F)
生後6ヶ月～未就学児 15名
1時間500円(兄弟割引有)､保険料100円
※くわしくは市のHP､チラシで
申･問=にこにこ広場 7185-8882

のびっ子クラブ
①5/21(月) ミニ運動会
②6/ 8 (金) ボーリング遊び
③6/18(月) さかなつりゲーム
④7/16(祝) パパと遊ぼう
10:00～11:30 (受付10:15まで)
①③④近隣センターこもれび 多目的ホール
②天王台北近隣センター 多目的ホール
未就園児と保護者
動きやすい服装
問=天王台地区社協 7183-9009

すくすくほっとひろば
5/24(木)､6/28(木)､7/26(木)
10:00～11:30
近隣センターふさの風 会議室1
未就園児と保護者
問=布佐地区社協 7189-2119

ひよこサロン
子育てのあれこれ一緒におしゃべりしましょう
7/3(火) 10:00～11:30
※5月･6月はお休み

ママ達でランチしましょう!
ママにランチと絵本の紹介
(お子さんの食事は持参してください)
6/5(火) 11:00～14:00
我孫子南近隣センター 第1会議室
1才半以下の乳幼児とママ 先着15組
300円
要申込 電話で 5/16(水)～
申･問=我孫子南近隣センター 7181-1011
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