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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

▼新春のつどい　2月7日㈯13時45分
開場。あびこ市民プラザホール。「秘密
保護法は集団的自衛権とどのように関
わってゆくのか」。講師…蒲田孝代さ
ん（千葉県弁護士会会長）。 革新懇
事務局・中村☎7184－2670
▼気楽に参加、あびこ市歩こう会　2月
8日㈰千葉寺周辺。10㎞ウオーク。我
孫子駅8時13分乗車、本千葉駅下車。
昼食持参。300円（雨天中止）。 米川
☎090－2458－6686 
▼平成会名画鑑賞会　2月11日㈷13
時30分開演（13時開場）。アビスタ。
ニューシネマの先駆的傑作「俺たち
に明日はない」。銀幕の美女フェイ・
ダナウェイ主演。100円。 中村☎
7187－2934

▼手賀沼ウオーキング教室　2月14日
㈯、3月14日㈯9時30分～13時15分。
アビスタ横東屋受付。5㎞。300円（保
険、資料代）。 千葉県W協会・須藤
☎7184－6204
▼スクエアダンス初心者講習会　◎無
料体験…2月14日㈯天王台北近セ、
21日㈯湖北台近セ10時～12時。◎講
習会…毎週㈯（全5か月）、月1000円。
上履き持参。 石崎☎7188－7965
▼世界国別何でも語る会：スウェーデ
ン編　2月15日㈰13時～16時けやき
プラザ10階会議室。スウェーデンを
旅して食べて思ったことなど。資料代
200円。 上原☎7184－5322
▼「日本橋ものがたり」　2月16日㈪10
時～アビスタホール。日本橋の街おこ
しにかける思いを語る。講師…中村胤
夫さん（名橋「日本橋」保存会会長）。
先着100人（要申込）。700円。 ふれ

あい塾あびこ・足助☎ 7183－3603
▼多彩に変化する段染めの毛糸で流線
形のベストを編んでみましょう（全2回）
2月19日㈭、27日㈮12時15分～14時
45分。アビスタ。5500円（材料費の
み）。見本展示2月3日～14日アビスタ
ストリート。 ・ 松元☎7185－2714
▼遺言書の作成～相続を争族にしない
ために～　2月21日㈯10時～12時。我
孫子南近セ第一会議室。遺言・相続に
ついてよくわかるセミナー。資料代の
み500円。 NPO法人老いじたくあん
しんねっと・石上☎070－6947－8188
▼占いクラブ　アビスタ。2月21日
㈯第4学習室、3月28日㈯第3学習室。
12時10分～14時45分。参加自由。
無料。講師…松木。 松木☎090－
5311－9662
▼布佐台幼稚園ミュージックステップ
コンサート　2月21日㈯13時30分～
16時（13時15分開場）。龍ヶ崎市文化
会館。園児によるオーケストラ演奏と
合唱。無料。 布佐台幼稚園☎7189
－0231
▼教育の集い　2月22日㈰13時30分
～。湖北台近セ。道徳の教科化と小・
中一貫教育等について話し合ってみま

せんか。どなたでも参加できます。
加藤☎7189－1781
▼中国の国際戦略と日中関係　3月18
日㈬17時～18時30分。アミュゼ柏。
講師…石

せき へ い

平さん（拓殖大学客員教授・
評論家）。先着300人。無料・要入場券。
・ 柏法人会☎7163－3393

会員・仲間募集

▼囲碁サークル「タケフの会」　毎週
㈮12時～18時湖北地区公民館。楽し
く碁を打ちながら、勉強会でスキル
アップを！初心者歓迎。入2000円、
費2000円（3か月）。 山本☎090－
7235－0600
▼少年野球「リトルジャガーズ」　毎週
末8時30分～。高野山小学校ほか。小
1～小6。初心者大歓迎。まずは体験・
見学からお待ちしています。月2500
円。 辻村☎090－5345－9695
▼シニア野球クラブ「我孫子エンジョ
イス」　毎週㈯9時～12時。湖北台球
場。軟式野球による健康の維持・増進
と親睦。原則45歳以上。入3000円、
月1000円。 宗

むな か た

像☎7183－9066

情報
　ひろば
情報
　ひろば
情報
ひ

情報情報情報情報
ひひひひ

「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

◆小児食物アレルギー相談会
日2月20日㈮14時～15時30分　所松
戸健康福祉センター（松戸市小根本7）
内講演「小児の食物アレルギーについ
て」、相談会。講師…根津櫻子さん（千
葉愛友会記念病院小児科部長）　対食
物アレルギー疾患を有する小児の家
族　費無料　 ・ 2月16日㈪まで
に電話、ファクス。住所・氏名・電話
番号を明示し松戸保健所地域保健課
☎047－361－2138 047－367－
7554
◆ジョブカフェ出張版
　「就活マナーセミナー」
日2月17日㈫10時30分～13時（10時
20分受付）　所ジョブパーク柏　内応
募電話や面接の基本的な流れの練習　
対・定就職を希望している15才～39
才の方、16人（要予約）　費無料　
・ ジョブカフェちば☎047－426－
8471（平日9時～18時）
◆第10回 理学療法士の腰痛改善教室
日3月28日、4月4日・11日・18日・
25日いずれも㈯①9時30分～11時②
13時～14時30分　所けやきプラザ6
階　内講師…高見沢圭一さん、山口正
貴さん（東京大学医学部附属病院）　
対・定40歳以上の方で計5回参加でき
る方、先着各10人　費1回300円　
・ 2月21日㈯まで。詳しくはお問い
合わせください。けやきプラザ6階事
務室☎7165－2881
◆平成27年度「里山農教室」
日月3回㈯8時30分～12時　所根戸新
田　内有機無農薬による野菜・水稲・
そば・ハーブ・果樹栽培、養蜂など。
講師…遠藤織太郎さん（農学博士）　
定先着20人　費年3000円、テキスト
代1000円（別途手賀沼トラスト入会
金2000円、年会費3000円）　◎事前

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
◆我孫子吹奏楽団 第26回定期演奏会
日2月8日㈰14時～（13時30分開場）　
所けやきプラザふれあいホール　内組
曲「惑星」作品32より、ハイライツ・
フロム・ロスト・ムーン、組曲「宇宙
戦艦ヤマト」ほか　出演…近藤裕明さ
ん（指揮）　費700円（中・高生400円）
〈全席自由、前売りなし〉　 中村☎
080－3472－8420
◆第73回 にっぽんの心を歌う会
　「歌と踊り新春大会」
日2月11日㈷10時30分～（10時開場）
所けやきプラザふれあいホール　内
最近の曲から懐メロまでカラオケと踊
りで楽しむ。特別出演フラメンコ、ハー
モニカ演奏。出演…にっぽんの心を歌
う会、我孫子市歌謡連合会、一寿の会、
あけぼの会ほか　費無料（全席自由）　
阿部☎090－8081－7827

◆第1回 市内小中学生席書大会
日2月28日㈯9時～15時（8時30分受
付）　所市民体育館　対・定市内小学
3年～中学3年、100人　費500円　持
墨、筆（書初め用、小筆）、書初め用
下敷き、墨池、文鎮、新聞紙、レジャー
シート、ふきん、昼食、飲み物　

・ 2月13日㈮17時までに、申込用
紙、メール。学校名、学年、氏名、住
所、電話番号を明記し、市民体育館
sekisho2015@yahoo.co.jp☎ 7137
－9030
◆第10回 i＆iチャリティーコンサート 
　Bell’z 7th
日2月15日㈰13時～（12時30分開場）
所けやきプラザふれあいホール　内 In 
the Mood、September、Sing,Sing,
Singほか　費 1100円（前売り1000
円）〈全席自由〉　チケット販売所・ i
工房c.s.d・庵☎7139－1153
◆楽歌って健康! 歌声サロンVol.4
日3月2日㈪14時開演（13時30分開
場）　所湖北地区公民館ホール　内懐
かしの名曲をバンドの生演奏で歌う　
出演…杉山公章with歌心塾　定250
人（全席自由）　費1000円（前売り・当
日）　チケット販売・所・ 湖北地区
公民館（中里81の3）☎7188－4433

講演・講座・教室
◆源氏物語を読む 第22回
日2月12日㈭10時～11時30分　所ア
ビスタ　内源氏物語公開講座「藤袴巻
～玉鬘求婚譚大詰めへ～」　講師…堤
康夫さん（源氏物語・文学博士）　費
700円　 ふれあい塾あびこ☎080－
1364－0371
◆春休みジュニアスキー教室
日3月26日㈭市役所前20時出発～29
日㈰　所蔵王温泉スキー場　対・定小
学3年以上、先着40人　費4万5000円
（小学生3万円、中学生3万5000円）※
リフト券・昼食・レンタル代別　 ・
2月15日㈰必着で、ハガキに住所・

氏名・性別・学年・生年月日・電話番号・
保護者名を明記し〒270－1152寿1の
3の28渡辺忍☎090－5348－3033

説明会2月28日㈯9時30分～11時30
分、けやきプラザ7階研修室　 ・
2月27日㈮までにNPO法人手賀沼ト
ラスト・富沢☎7115－1109 info@
teganuma-trust.jp

募集
◆あびこ市民活動ステーション
◎第2回 あびこ市民活動メッセ実行委
員　内9月26日㈯・27日㈰けやきプ
ラザで開催するイベントの企画・運営
※定例会…3月～9月の第2㈭15時～
18時（臨時会あり）　対・定市民活動
団体に所属する人で会の承認を得た
方、若干名　締切日2月28日㈯　
◎地域活動インターンシップ説明会
参加者　日2月26日㈭15時～16時30
分　内地域活動を体験できる団体を
紹介　定先着15人　締切日2月20日
㈮　〈共通〉所・ ・ あびこ市民活
動ステーション☎7185－6300
◆ふれあい工房事務スタッフ
勤務日時月曜を除く8時30分～17時
30分の内6時間（早番・遅番のローテー
ション※月10日前後）　内事務ほか　
対・定市内在住でパソコン操作ので
きる65歳までの方、1人　報酬時給
830円　選考書類・面接（3月5日㈭10
時～）　所・ ・ 2月20日㈮必着で
郵送、持参。履歴書（写真貼付）を明記
〒270－1173青山450ふれあい工房
☎7186－5500
◆平成27年度 生涯大学校学生（2次）
科目地域活動学部、造形学部園芸・造
形学部陶芸コース、地域活動専攻科　
対県内在住の昭和34年4月1日以前生
まれの方　受付期間2月27日㈮まで　
願書配布高齢者支援課（西別館3階）、
県庁高齢者福祉課ほか。郵送希望者
は、140円切手を貼った返信用封筒
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