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「情報ひろば」の掲載記事は、市や官公
庁主催・共催・市の後援、補助団体の
記事です。　…あびこ楽校事業です。
各項目は、次のように省略しています。
日…日時、所…場所、内…内容、対…
対象、定…定員、費…費用、持…持参、      
……申し込み（記載のないものは申し込
み不要）、      …問い合わせ

　  楽

民、各先着60人　費無料　 ・ 電
話、ファクスで住所、氏名、連絡先
を明示しNPO法人ACOBA☎7181－
9701 7185－2241
 ◆こもれびまち協･天王台地区社協
　平成26年度 
   第6回 シニアいきいき講座

日1月25日㈰13時30分～16時15分　
所近隣センターこもれび　内健康体操
＆ヘルスリズムスほか　講師…山口
江美さん（NPO「鼓響」理事長） 　費
200円（お茶・茶菓子代）　定先着50
人　 ・ 1月23日㈮までに電話･フ
ァクス・窓口で、住所・氏名・電話番
号を明示し、天王台地区社会福祉協議
会☎ 7183－9009（平日9時～12時、
13時～16時、祝日・第2・4㈫除く）
◆失語症家族教室
日1月29日㈭14時～16時　内失語に
関する悩みごとの相談、家族間の交流
や情報交換、失語の知識や会話技術の
講習と実習　対市内に在住する失語の
ある方のご家族　定先着10人　費無
料　所・ ・ 障害者福祉センター☎
7188－0141
◆市民後見人養成講座
日①2月7日㈯、②15日㈰、③22日
㈰、④3月7日㈯、⑤14日㈯（全5回）
いずれも9時～17時※②と④は12時
まで　所けやきプラザ7階研修室　内
成年後見制度の啓発と市民後見人の養
成　対・定東葛6市に在住・在勤の20
歳以上の方、先着40人　費5000円（テ
キスト代含む）　 ・ 往復ハガキに
「市民後見人養成講座」、住所、氏名、
電話番号を明記し、1月31日㈯必着で
〒270－1132湖北台6の5の20 認定
NPO法人東葛市民後見人の会事務局 
・星野征朗☎7187－5657

募集
◆第2回 手賀沼デュアスロン大会選手
日3月8日㈰8時30分スタート　所手
賀沼自然ふれあい緑道（道の駅しょう
なん下）　競技第一ラン5㎞、バイク
40㎞、第二ラン5㎞　対・定中学生
以上、先着150人　費3500円　 1
月4日㈰ 12時～大会ホームページ（
http://tegatora.jp/duathlon/）から
申し込み※ボランティアも募集。 木
下☎7184－8996 tegaduathlon@
gmail.com

44434433お知らせ
◆臨時教職員候補者（講師）登録会
日1月9日㈮9時30分～（9時受付）　
所東葛飾合同庁舎6階（松戸市小根本
7）　内東葛飾教育事務所管内（我孫子・
松戸・柏・野田・流山・鎌ケ谷の各市）
の小・中学校に勤務を希望する講師の
登録会　 千葉県教育庁東葛飾教育
事務所管理課☎047－361－2124
◆犬猫譲渡会
日1月11日・25日、2月8日・22日い
ずれも㈰11時～14時（雨天実施）　所
市役所駐車場※持ち込は要事前連絡。

情報ひろば

〈市民伝言板のお申込み方法〉　このコーナーに掲載を希望する方は、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に用意、市ホームページ
からダウンロードも可）に必要事項を記入し、掲載希望号の1か月前の前日までに広報室へ提出してください。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。 秘書広報課広報室 ☎7185－1269 7185－0127　

イベント
◆高橋堅「遺作写真展」
日1月7日㈬まで11時～17時　所アビ
イホール（アビイクオーレ3階）　内我
孫子の花火大会の写真などを展示　
費無料　 アビイクオーレ・八木☎
7182－1351
◆第38回 懐メロの集い
日1月10日㈯10時30分開演（10時開
場）　所湖北地区公民館　内昭和49年
までの流行歌50曲をカラオケで歌い、
踊り・朗読・クイズを交えて楽しみま
す。出演…市内外の懐メロファンの
方々、市内のカラオケサークルの方々、
一寿の会（踊り）　費無料（全席自由）　
懐メロの集い実行委員会・阿部☎

090－8081－7827
◆初心者も楽しめるラート体験
日2月11日㈷13時30分～15時　所県
立手賀の丘少年自然の家（柏市泉1240
の1）　内ラート技術を初歩から習得
する（日本ラート協会指導）　対・定
小学生以上（身長115㎝以上）の方、先
着30人（要申込）　費無料　 ・ 1月
11日㈰9時～電話で県立手賀の丘少年
自然の家☎7191－1923
◆眞理ヨシコさんと「なつかしい日本
　の歌（唱歌・童謡）を歌いましょう」
日1月12日㈷14時30分開演（14時開
場）　所アビイホール（アビイクオー
レ3階）　出演眞理ヨシコさん（NHK初
代「うたのおねえさん」）、たいらいさ
おさん　費無料（全席自由）　 アビイ
クオーレ・青木☎7182－1351
◆第23回 福祉フェスティバル
日1月17日㈯12時～16時　所けやき
プラザふれあいホール　内合唱・吹奏
楽・和太鼓・演奏・落語など　費300
円　 ・ 電話またはファクスで我孫
子南地区社会福祉協議会☎ 7185－
5117（平日9時～16時）
◆我孫子まちなかカレッジ
　第4回 JAZZ LIVE
日1月17日㈯14時～16時30分（13時
30分開場）　所介護老人保健施設クレ
オ内レストラン「アクロス」　内小峯武
彦さんのトークとハモンドオルガン・
ギター・ドラムによる演奏　定先着40
人　費3000円（前売り2500円）、ドリ
ンク付き　 ・ 電話・ファクスで住
所、氏名、電話番号を明示し、NPO法
人ACOBA交流・観光事業部☎7181
－9701（平日のみ） 7185－2241

◆ふれあい塾あびこ開塾15周年記念
　ピアノレクチャーコンサート 原佳大
　（ピアノ）新春を飾るベートーベン
日1月22日㈭14時開演（13時30分開
場）　所けやきプラザふれあいホー
ル　曲目ピアノソナタ 第8番「悲愴」、
第23番「熱情」ほか　費1000円（全席
自由）　チケット販売所軽喫茶ぽぽら、
東京事務器、写真のおちあい、浅野書
店、ブックエースあびこ　 NPO法
人ふれあい塾あびこ☎080－1364－
0371
◆「歌声とアロマ」～地域の世代間交流～
日1月28日、2月25日いずれも㈬10時
～12時　所けやきプラザ7階研修室　
内季節の歌を一緒に歌い交流を図る。
アロマハンドトリートメントあり。　
定先着40人　費800円　 ・ NPO法
人ホスピスケアを広める会☎7163－
0634 hoscare@jcom.home.ne.jp
◆特別企画「冬の華・サザンカ」
日2月1日㈰まで9時30分～16時30分
（毎週㈪休館・入苑は16時まで）　所
国立歴史民俗博物館くらしの植物苑
（佐倉市城内町117）　内サザンカ計
145品種（約300鉢）の展示、花の色や
形についての解説パネルの展示ほか。
費高校生以上100円　 国立歴史民俗
博物館☎043－486－0123（年始は1
月6日㈫～開苑）
◆第2回 初心者バドミントン
　オープン大会
日2月6日㈮9時15分～15時（受付9時
～）　所市民体育館　種目ダブルスの
み（女性・男性・男女混合ペア）　定先
着30組　費1組1400円（1人700円）当
日会場で支払い　締切日1月30日㈮　
・ 申込書（市民体育館に用意）に
必要事項を記入し市民体育館窓口、電
話、ファクス。市民体育館☎7137－
9030 7187－2010
◆我孫子市内親善卓球大会
日2月21日㈯9時受付　所市民体育
館　種目3ダブルス男女混成1チーム
（6人）団体戦　※チーム編成は当日く
じで（ゼッケン着用）　対市内在住・在
勤・在学の方、連盟会員　費1人1000
円（中学生以下200円、連盟会員・高
校生500円）　 ・ ハガキに大会名、
団体名、郵便番号、住所、氏名、電話
番号を明記し2月2日㈪必着で、〒270
－1132湖北台7の16の67の102 本間
和子☎7188－5953

講演・講座・教室
◆人生100年時代に立ち向かう
　心の健康作りセミナー
日・内1月20日㈫9時30分～12時「物
忘れから考える、頭の老いと心の老
い」井出訓さん（放送大学老年看護学
教授）、1月27日㈫13時30分～16時
「心を解き放つ! 表現アートセラピー
の世界」小野京子さん（表現アートセ
ラピー研究所代表）　所けやきプラザ
7階研修室　対・定介護施設等関係者、
在宅介護や高齢者支援に関心のある市

引き取り不可　 我孫子犬猫里親会☎
090－1618－2502
◆成犬・猫 一般譲渡会
日1月23日㈮、2月20日㈮、3月20日
㈮13時30分～15時（13時～受付）　費
無料※詳しくはお問い合わせくださ
い　所・ 千葉県動物愛護センター東
葛飾支所（柏市高柳1018の6）☎7191
－0050
◆ご利用ください もの忘れ相談
　（認知症医療相談）
日毎月1回、第2火曜日の午後※詳し
くは、広報あびこ1日号市民相談欄「も
の忘れ相談」に掲載。　所市役所西別
館相談室　内認知症専門医による医療
相談　対認知症の心配があるご本人や
ご家族など　対・定市内在住の方、4
人（事前予約制）　 高齢者支援課☎
7185－1112

【ふさの風まちづくり協議会】
☎7181－6211
《共通》所・ ・ 近隣センターふさ
の風
◆第6回 寺子屋（てらこやせみなー）
日1月10日㈯・24日㈯10時～12時　
内日本の財政と地方（我孫子）の財政
～その傾向と問題点。講師…石井英朗
さん（東日本国際大学名誉教授）　費
無料　対・定中学生以上、40人
◆「光のワークショップ」
　光と虹のファンタジー
日1月21日㈬13時～15時30分　内ス
ワロフスキーのエレメントを使用し
てサンキャッチャー（レインボーメー
カー）を作製。ワイヤーにガラスビー
ズを通すだけ、簡単に作製出来ます。
コーヒーブレイク付き。対・定20歳以
上の方、先着10人（要申込）　費3000円
【我孫子北まちづくり協議会】
☎7157－4517
 ◆新春おたのしみ会

　　　～江戸の粋を我孫子で～
日1月10日㈯13時30分～　内寄席　
出演…桂右團治さん（落語）、三遊亭
絵馬さん（江戸紙切り）、神田松之丞
さん（講談）　定先着120人　費無料　
所・ 我孫子北近隣センター並木本館
【新木地区まちづくり協議会】
☎7188－2010
 ◆新木ふれあいあわんとり

日1月11日㈰11時～14時　所新木小
学校校庭　内持参いただいた正月飾
りを燃やし（どんと焼き）、一年の無
病息災を祈ります。新木小学校吹奏楽
部演奏、餅焼き、ふるまい（餅、甘酒、
豚汁）、遊びの広場などあり。 新木
近隣センター　
◆料理セミナー
日1月31日㈯10時30分～15時　内「家
庭で楽しむミニ懐石料理（冬）」メニュー
…赤飯、鯛の西京漬け、白菜と豚肉の
重ね蒸しほか　定先着16人　費800
円　持エプロン・三角巾・食器用ふき
ん、手拭き、筆記用具　締切日1月26
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