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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

近セ＝近隣センター ・市セ＝市民センター・布佐
ステ＝布佐ステーションホール・入＝入会金・月＝
月会費・年＝年会費・    ＝申し込み・     ＝ 問い合せ

市民伝言板は、
次の通り省略しています

講演・催し

▼新年謡曲と仕舞の会　1月17日㈯
10時～16時我孫子市根戸近セ。宝生
流謡曲6曲、仕舞12番。無料。 手賀
宝生会・津田☎7183－6180
▼認知症になる前のかけこみ塾　1月
17日㈯・27日㈫、2月14日㈯・24日
㈫12時10分～14時45分アビスタ。無
料。講師…松木（大学講師）。 松木
☎090－5311－9662
▼星空たんけん「賑やかな冬の星空観

望」1月17日㈯18時～20時五本松運
動広場（五本松公園ではない）。無料。
防寒服装。当日の可否16時に「東葛星
見隊HP」。 岸野☎7184－3078
▼乗馬とお餅つき　1月18日㈰13時
～仲馬倶楽部。餅つきのみ可。先着
30人。800円（小学生以下500円）。要
予約。 我孫子乗馬会☎7188－2864
▼日本の再生を語る会「日本の政治の
課題と問題を考える」　1月18日㈰13
時～16時けやきプラザ10階会議室。
資料代200円。 上原☎7184－5322
▼社交ダンス無料講習会　1月19日㈪

アビスタ、26日㈪あびこ市民プラザ
18時15分～1時間。初心者対象。
DADA舞夢我孫子・北原☎ 7183－
5245
▼みんなで歌いましょう! 抒情歌を　
1月20日㈫10時～近セこもれびホー
ル。飲み物・菓子あり。スリッパ持参。
500円。 コスモスの会・小林☎090
－1880－2574
▼ターゲットバードゴルフ　1月20日
㈫13時15分～16時、27日㈫・2月3
日㈫9時15分～12時五本松運動広場。
飲み物。用具貸出あり。200円。 あ
びこ三小健康クラブ・越前☎7184－
7635
▼友愛バザー　1月22日㈭10時30分
～11時30分つくし野コミュニティ
ホール。布製おもちゃ、スモックエプ
ロン、お菓子など販売。 全国友の
会我孫子・豊島☎7184－2875

▼子どもと電子メディア　1月24日㈯14
時～16時我孫子北近セ並木。「大人に見
えない子どもの世界～大丈夫?! ネット
世界の子ども達～」。1000円。要申込。
ハシモト☎090－9979－7416

▼光の話　1月25日㈰13時30分～天王
台北近セ。「波か粒子かはたまた量子
か」ほか。細谷暁夫東工大名誉教授（市
内在住）。800円。 ・ 我孫子サイエ
ンスカフェ・栗田☎090－1650－3660
▼吃音症無料相談会　1月25日、2月
1日・15日㈰天王台2の10の7ロイヤ
ルパレス102。言語聴覚士による個別
相談会。要予約、定員になり次第終了。
無料。 井上☎7181－3730
▼プリザーブドフラワーアレンジメント
1月29日㈭10時～12時あびこ市民プ
ラザ会議室2。バレンタインアレン
ジ。先着6人（要予約）。4500円。
Atelier En・上村☎090－6114－3039

イベント
◆第23回 我孫子市バドミントン連盟 
　シングルス大会
日2月1日㈰9時受付　所市民体育館　
種目男子1部～4部、女子1部・2部　
対男子1部・2部・女子1部はオープ
ン、男子3部・4部・女子2部は市内在
住・在勤・在学・在クラブの初心者　
定先着130人　費1500円（連盟登録者
1000円）、小中高生800円（連盟登録者
700円）※当日徴収。保険は参加者各
自で加入。 ・ Eメール。1月22日㈭
までに大会名、ランク、住所、氏

ふ り が な

名、
電話番号、所属クラブ（学生は学校名）
を明記し、望月 abiko_singles23@
yahoo.co.jp☎090－4013－1750※
団体（学校含む）からの同一ランクへの
申し込みは8人まで（強者順に記入）
◆平成26年度 福祉ボランティア交流会
日2月8日㈰9時30分～12時　所あび
こ市民プラザ　内我孫子北地区で活動
しているボランティアの方のお話し
と意見交換　対・定先着50人（無料）
※未経験者可　 ・ 電話・ファク
ス・Eメール。氏名、住所、電話番号
を明示し、我孫子北地区社会福祉協議
会☎ 7165－3434 kita@abiko-
shakyo.com（締切1月23日㈮）
◆第20回 我孫子市母親大会
日1月25日㈰13時～16時30分　所湖
北地区公民館　内「はだしのゲンを語っ
て28年」講師…神田香織さん　費600
円　 上村☎ 7188－5712

◆柏ウインドシンフォニー
　ニューイヤーコンサート2015
日1月25日㈰14時開演（13時30分開
場）　所柏市沼南公民館　曲目「パガ
ニーニの主題による狂詩曲」、「クラリ
ネット小協奏曲」、「ピアノ・コンチェ
ルティーノ」、「メリーウイドウ序曲」
ほか。出演…榛葉光治さん（指揮・ピ
アノ）、ゲスト…石井一成さん（クラリ
ネット）　費無料（全席自由）　 新

し ん が き

垣
☎080－5645－4049
◆我孫子市民ゴルフフェスタ
日3月6日㈮　所我孫子ゴルフ倶楽
部　内18ホール（新ぺリア方式）　対・
定市内在住の方、80人（応募者多数の
場合は抽選）　費3000円（プレー費約
1万8000円、食事代別）　 ・ 往復
ハガキ（1人1枚）に大会名、郵便番号、
住所、氏名、性別、電話番号、ハンデ
ィキャップを明記し、1月26日㈪必着。
〒270－1163久寺家357 鈴木正己☎
090－8891－1281
◆湖北特別支援学校販売会
　「湖北冬の市」 
日1月30日㈮10時～15時　所スーパー
マスダ湖北店　内生徒が製作した農
耕、園芸、木工、縫製、陶芸製品の販売　
湖北特別支援学校☎7188－0596

◆第34回 柏地区特別支援学級合同
　花と太陽と希望の作品展
日1月30日㈮～2月2日㈪10時～20時
（2日は15時まで）　所柏市民ギャラ
リー（柏髙島屋S館8階）　内我孫子・
柏市の特別支援学級で学ぶ子どもたち
の絵画・工芸工作・習字など約730点
の作品を展示（入場無料）　 富勢西
小学校・東福寺☎7132－2244
◆我孫子市長杯争奪囲碁大会
日2月1日㈰10時～（受付9時30分～）
所あびこ市民プラザ　内5クラス分け
スイス方式　対市内在住・在学の方、
囲碁連盟加入者　費1000円（昼食・茶
代含む）※中学生以下半額　 我孫子
市囲碁連盟・川村☎7187－1474
◆我孫子特別支援学校「あよう販売会」
日2月6日㈮10時～11時50分　所アビ

イクオーレ1階エントランス（イトー
ヨーカドー我孫子南口店）　内中学部
および清新分校生徒による作業学習
の製品販売　 我孫子特別支援学校☎
7187－0831
◆お見合いバスツアー
　いちご狩りと藍染体験
日3月7日㈯8時30分～17時　内茨城
県石岡市・かすみがうら市で藍染体験、
いちご狩り、ランチと交流会　対・定
男性43歳まで・女性40歳までの方、
各18人（初めての方優先・応募者多数
の場合は抽選）　費男性6000円、女
性5000円　 ・ 2月10日㈫17時ま
でに我孫子市社会福祉協議会☎7184
－1539 wedding@abiko-shakyo.
com
楽◆湖北地区公民館イベント
◎楽しい♪オカリナコンサート～みん
なで奏でよう～　日2月15日㈰14時
開演（13時30分開場）　内演奏会と受
講生による発表。出演…山田恭弘さん
（講師・オカリナ奏者）、松本真昭さん
（ピアノ・キーボード）、ワークショッ
プ受講生　定250人　費500円　◎お
やこであそぼう!　日2月16日㈪10時
～11時　内保護者と乳幼児が一緒に
季節の歌、アンパンマン体操、紙芝居、
ひな飾りを作成　対・定乳幼児と保護
者、先着10組　費200円（材料費）　
〈共通〉所・ ・ 電話または直接窓
口。湖北地区公民館（中里81の3）☎
7188－4433

講演・講座・教室
◆ジョブカフェ出張版
◎就活マナーセミナー　日1月20日㈫
内応募から面接までのマナースキル、
応募電話や面接の基本的な流れを練
習　◎応募書類セミナー　日2月3日
㈫　内履歴書・職務経歴書・添え状
の書き方の基本を学ぶ　〈共通〉時10
時30分～13時（受付10時20分～） 所
ジョブパーク柏　対・定就職を希望し
ている15歳～39歳までの方、16人（予
約制）　費無料　 ・ ジョブカフェ

ちば☎047－426－8471
◆講演会「健康も幸せも台所から」
日1月21日㈬10時～12時30分（9時
30分開場）　所けやきプラザふれあい
ホール　定先着551人（無料）　 我孫
子自然に学ぶ会・冨澤☎7183－5353
◆人生100年時代に立ち向かう
　心の健康作りセミナー
日2月5日㈭13時30分～16時　所けや
きプラザ7階研修室　内「心の健康づ
くり～回想法の楽しみ」講師…小林幹
児さん（NPO法人日本回想療法学会
会長）　定先着60人（無料）　 ・ 電
話、ファクス。住所、氏名、連絡先
を明示しNPO法人ACOBA☎7181－
9701 7185－2241
 ◆歴史講演会 

　　　我孫子の城館跡あれこれ
日2月1日㈰14時～16時（13時開場）　
所アビスタ・ホール　講師佐脇敬一郎
さん（柏市史編さん委員会参与）　定
先着150人（申込不要）　費500円（中・
高校生、市史研会員無料）　 岡本☎
7149－6404、関口☎7184－5935

募集
◆あびこ市民活動ステーション
◎あびこ市民活動ステーション利用
懇談会の公募委員　日1月31日㈯10
時～12時　所あびこ市民活動ステー
ション　内当ステーションの運営、イ
ベント、ホームページ、研修など市民
に広く親しまれるための検討（年3回
を予定）　対・定市内在住の16歳以上
（18歳以下は保護者の同意が必要）で
部活や団体・グループに所属している
方、若干名（交通費支給）。※応募者
多数の場合は選考（締切1月24日㈯）
◎市民活動団体見学会参加者　日2
月8日㈰9時～12時（市役所玄関前集
合）　内我孫子野鳥を守る会による冬
の野鳥観察を見学　定6人（無料）※応募
者多数の場合は抽選（締切1月31日㈯）
〈共通〉 ・ あびこ市民活動ステー
ション☎7185－6300
◆岳人あびこ会員
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