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〈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　

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

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

▼プリザーブドフラワー　2月27日㈮
10時～12時。あびこ市民プラザ会議
室1。エレガンスアレンジ。先着6人（要
予約）。4600円。 Atelier En・上村
☎090－6114－3039
▼小泉灯

て る こ

璃子のメルヘンドール展　
2月19日㈭～28日㈯。ギャラリー芙
蓉。日々の安らぎの中で抱きしめたい
と思うほのぼのとした愛らしい心温ま
る手作り人形作品。入場無料。 ギャ
ラリー芙蓉☎7106－1369
▼コーチング勉強会　2月22日㈰13
時～16時。アビスタ。コミュニケー
ションが変わると人生が変わります! 
少人数で学ぶ勉強会。先着10人。500
円。 ・ コーチングあびこ☎080－
1008－4375
▼平和であり続けるための学習会　
2月22日㈰13時30分～16時。我孫子

南近セ9階。「戦争する国づくり－総選
挙後のこれから」林治弁護士。資料代
200円。主催:我孫子市九条の会。 中
川☎090－6011－6140、7182－1615
▼市民公開講座「痛みと折り合う～古
くて新しい治療法・神経ブロック療
法」　2月28日㈯13時45分開場。けや
きプラザ7階。講師…当院副院長菊地
博達医師。先着60人。無料。 ・
我孫子東邦病院☎7182－8166
▼1“電子本を読む読書法”を学ぶ・2
インターネット便利技の情報交換を
しませんか?　2月28日㈯15時～16時
30分。けやきプラザ10階。無料。要
事前予約。 ・ 今泉☎090－4715
－2905
▼家庭で簡単に作れるイタリアンとフ
レンチを楽しむ会　2月28日㈯ラザー
ニャアルエミリアーナ、3月28日㈯
白身魚のフィレとポテトのクルート。
11時～。アビスタ。24人。2500円。
栗山☎090－6006－3479

▼つくし野麒麟太鼓 春の発表会　3月
1日㈰13時30分開演。つくし野コミュ
ニティホール。青年和太鼓チーム発表
会。河童音頭、ぶち合わせほか。入場
無料。 つくし野麒

き り ん

麟太鼓・新田谷
☎7183－0586
▼ギター合奏による想い出の名曲演奏
会　3月1日㈰13時30分～。湖北地区
公民館。古賀メドレー、忘れな草をあ
なたに、シルエットロマンスほか。無
料。 SGE41・増田☎7188－0232
▼長唄三味線体験教室　3月6日㈮14
時～17時。我孫子南近セ録音室（けや
きプラザ8階）。どなたでもお気軽に
ご参加ください。 和季の会・杵屋
☎7185－9862、090－9132－1392
▼映画「日本と原発」～伝えたいのは
隠された真実　3月8日㈰①14時30分
～②18時～。あびこ市民プラザ。各

回200人。協力券500円（学生以下無
料）、取扱所ぽぽら。 さようなら原
発あびこ・加藤☎7105－5292
▼我孫子・富山県友会“縁”設立パーテ
ィー　3月14日㈯18時30分～。我孫
子北近セ並木本館。富山県に所縁のあ
る方々が地域貢献や親睦を愉しむ会。
杉木☎7182－1699、谷☎7184－

3706、太田☎7185－1094

会員・仲間募集

▼フリーコンサート参加者　2月28日
㈯18時～20時30分。アビスタミニ
ホール。クラシックギター演奏会。レ
ベル不問。15分以内。200円。見学、
聴講可(無料）。 我孫子ソロギターの
会・森☎7184－3943

イベント
◆笑門来福「市民プラザ寄席」
日2月22日㈰13時30分～15時30分
（13時開場）　所あびこ市民プラザ・
ホール　内落語で大きく笑って、冬の
寒さを吹き飛ばそう! 落語鑑賞会　出
演…寿限無の会、特別出演：柳家三壽
さん　定先着150人（事前申込不要）　
費1人300円  ※未就学児の入場はご
遠慮ください　 あびこ市民プラザ
☎7183－2111
◆ACOBAイベント
◎あびこアーティストMAP展関連企
画「体験教室・交流会」　日2月27日
㈮14時～18時（体験教室）・18時30分
～（交流会）、28日㈯10時～12時（体験
教室）・13時～（交流会）　所我孫子南
近隣センターホール（けやきプラザ9
階）　内絵画・工作ほか　費1000円　
◎あびこまちなかカレッジ早春の鳥
の観察を楽しみましょう!　日・所3月
2日㈪10時～12時（小雨実施）。水の
館前集合　定先着20人　費500円　
〈共通〉 ・ 電話、ファクスで住所・
氏名・電話番号を明示しACOBA☎
7181－9701 7185－2241（平日のみ）

◆ニュースポーツ体験会
日3月7日㈯9時～12時　所市民体育
館（武道場・会議室）　内室内ペタン
ク・シャッフルボード・スピードボー
ルなどの各種ニュースポーツ体験　費
無料　持運動用上履き　 ・ 3月6
日㈮までに電話、ハガキに参加人数、
住所、氏名、年齢、電話番号を明示し
〒270－1111古戸696 我孫子市民体
育館☎7137－9030※当日参加受付可
◆楽ちゃれらん　一番はだーれだ!? 
日3月7日㈯10時～11時　所湖北地区
公民館第2学習室　内1分間1円玉立て
チャレンジ、じゃんけん連勝チャレン
ジ、花びらキャッチほか　対小学生
（保護者同伴であれば幼児も可）　定先
着20人　費無料　 湖北地区公民館
☎7188－4433
◆布佐地区社協まつり（テーマ：健康）
日3月8日㈰10時～15時　所布佐南近
隣センター　内健康コーナー（血管・
骨年齢測定、保健師相談、ロコモ予防
の話・体操）、舞台（和太鼓、布佐南小
器楽部演奏、落語、コーラスほか）、
子どもコーナー、ニュースポーツコー
ナー、餅つきほか　費無料　 布佐地
区社会福祉協議会☎7189－2119
◆第28回 歌謡曲発表会
日3月8日㈰10時30分～（10時開場）　
所けやきプラザ・ふれあいホール　内
新しい歌、懐かしい歌、心に残る歌な
ど歌謡曲を熱唱します。親子フラ、よ
さこい踊り、演歌体操もあり。出演者
…我孫子市歌謡連合会会員、せんなり
会、ハーラウハウオリフラサークル、
演歌体操（橋本グループ）　費無料（全
席自由）　 我孫子市歌謡連合会・阿部
☎090－8081－7827

講演・講座・教室
◆ジョブカフェ出張版応募書類セミナー
日3月3日㈫10時30分～13時（10時20
分受付）　所ジョブパーク柏　内履歴
書・職務経歴書・添え状の書き方の基
本を学ぶ。　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（平日9時～18時）
◆市史研 第14回 古文書解読講座
日3月6日・13日・20日、4月3日い
ずれも㈮9時30分～11時30分（全4
回）　所けやきプラザ7階研修室　定
55人（要申込）　費2000円（全回分・1
回でも同じ）※会員1000円　教材旧家
文書　 ・ 往復ハガキで2月25日㈬
必着。往信裏面に氏名、郵便番号、住所、
電話番号、復信表面に申込者の宛先を
記入し〒270－1132湖北台5の15の
17岡本方市史研事務局あてに郵送、
またはEメール。 gasonsi@jcom.
home.ne.jp、品田☎7182－1861
◆卓球講習会
日・所3月21日㈷ジュニアの部（中学
生以下）…9時30分～12時30分、一般
の部…13時30分～16時30分、市民体
育館　種目硬式およびラージボール
（一般のみ）※参加人数によっては変
更の可能性あり　費2000円（卓球連盟
会員・高校生500円、中学生以下200
円）　 ・ ハガキ、Eメールで3月6
日㈮までに氏名、種目、連絡先を明
記し〒270－1158船戸1の6の10 古
田岳志☎7128－8607 furuta_tt@
yahoo.co.jp

募集
◆我孫子市社会福祉協議会臨時職員

日平日週2～3日9時～16時（土・日曜、
祝日勤務の場合あり）　勤務場所天王
台地区社会福祉協議会（近隣センター
こもれび内）　内社会福祉協議会の事
務　対・定簡単なパソコン操作（ワー
ド、エクセル）ができる方、1人　賃
金時給800円　 ・ 郵送、持参で2
月23日㈪までに我孫子市社会福祉協
議会に履歴書（写真貼付）を提出　選
考方法書類、面接。〒270－1166我
孫子1861我孫子市社会福祉協議会☎
7184－1539

お知らせ
◆定例教育委員会
日2月24日㈫14時予定（議案内容によ
り変更あり）　所水道局4階会議室　内
2月19日㈭以降にお問い合わせくださ
い。傍聴される方は、開催予定時間前
に傍聴者名簿に必要事項を記入し、担
当の指示に従って入室してください。
教育委員会総務課☎7185－1110

◆下水道法第9条の規定に基づく公共
　下水道の供用開始についての縦覧
縦覧期間2月17日㈫～3月2日㈪平日8
時30分～17時　供用開始区域新々田
の一部　所・ 下水道課（市役所東別
館2階）・内線538
◆白樺文学館休館のお知らせ
2月23日㈪～2月28日㈯まで展示替え
のため休館します。3月1日㈰から企
画展「我孫子・白樺派を継ぐ者－原田
京平の生涯－」を開催します　 白樺
文学館☎7169－8468
◆法定傍聴会
日2月26日㈭13時～16時　内弁護士
から説明を受け、裁判所で刑事事件を
傍聴する　費無料　所・ ・ 2月17
日㈫9時～電話で、千葉県弁護士会松

市民伝言板のお知らせ
　『市民伝言板掲載依頼書』を変更します。広報室、各行政サービスセンター
で配布するほか、市ホームページからダウンロードできます。また、依頼書
の変更にともない注意事項を一部変更しています。詳しくは依頼書、また
は市ホームページをご覧ください。
【主な変更点】①公共施設など「誰でも利用及び借りられる場所」以外で会
費をとって行うものは掲載できません（無料であれば可）。②団体名称など
が違っても、主催者が同じと思われる場合は１団体とみなすことがあります。
　秘書広報課広報室☎7185－1269
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