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▼港俳句会　毎月第3㈫13時～16時
けやきプラザ7階会議室。現代俳句協
会の大牧広先生の指導あり（奇数月）。
初心者歓迎。月1000円。 松本☎
7183－2556
▼あびこ子どもスポーツクラブ　毎週
㈬15時～・16時～アビスタホール。
月2160円。年少～年長対象。受付…
3月4日・11日㈬14時～18時会場に先
着順。 小野寺☎7187－1617
▼社交ダンスサークル「ラベンダー」　
毎週㈬15時～17時けやきプラザ7階。
多少踊れる方。見学可。入1000円、
月3500円。 金子☎080－5696－
1163
▼生涯スポーツ「ターゲットバードゴ
ルフ」　毎週㈬㈯9時～12時布佐下多
目的広場。いつでも体験できます。お
試し大歓迎。年2000円。 山崎☎
090－9327－8381
▼フラダンス（シニア）　毎月第1・3

㈭10時～11時30分我孫子南近セ。楽
しい仲間と心身共にリラックス!　月
2000円。体験…3月5日㈭10時～。
水上☎7184－2869
▼湖北書道クラブ　毎月1・3㈮9時30
分～11時30分湖北地区公民館。文化
祭で発表年1回あり。月3300円、会
場費200円。 河嶋☎7189－0795
▼あびこシルクロードサークル　毎月
第1・3㈯午後、アビスタほか。4月か
ら「近代ヨーロッパの情熱と苦悩」を
学習。年6000円。見学可。 隈部☎
7188－7881
▼ふるさと我孫子ガイドの会　白樺
派、我孫子宿などを学びガイドを行
う。初心者歓迎。年2000円。勉強会：
毎月第4㈯。 中込☎7184－4355
▼手賀沼フィルムコミッション　市内
での映画・ドラマ・CMのロケ地探し、
撮影手伝いのできる方。 甲斐☎080
－5079－3201

☎7186－5500
青山450番地ふれあい工房ふれあい工房楽 月

の
月
の3

■ 「木工アドバイザー」 休館日を除く毎日 9時30分～16時30分
■ 「裂き織り・布バッグ作り相談日」 第2水曜日 10時～15時
■ 「布ぞうり相談日」 第3金曜日 10時～15時
■ 「布クラブ相談日」 第1火曜日・第1木曜日・第4水曜日・第4木曜日 10時～15時
■ 「トールペイント相談日」 第1金曜日 10時～15時
■ 「おもちゃの病院」「傘の修理」 毎週日曜日 13時～16時

リサイクルアドバイザー来館日　 ふれあい工房☎7186－5500 7165－2430

リサイクル教室名 開催日時 募集
人数 費用 持参する物・備考

木工教室（糸鋸で玩具作り）10日㈫ 10時～12時 5人 300円 なし

布クラブ教室（長めの作務衣）
2回連続で参加できる方

10日・17日㈫
9時30分～15時 5人 1回

300円
ほどかないウールの着物1枚、
ミシン糸、裁縫道具、昼食

布クラブ教室
（リバーシブルの帽子）

11日㈬ 
9時30分～15時 5人 300円

表地100㎝×100㎝、裏地50㎝
×50㎝、材料費150円、ミシン
糸、裁縫道具、昼食

布クラブ教室
（コットンバスケット） 12日㈭ 10時～15時 3人 300円

柄と無地の布各50㎝×80㎝、同
色のミシン糸、裁縫道具、手芸
綿110g（ない方は材料費110
円）、昼食

布バッグ作り教室
（裂き織りトートバッグ） 13日㈮ 10時～15時 5人 300円

材料費600円（裂き織り、ベー
ス布、裏布、芯）、ミシン糸、裁縫
道具、昼食、材料のある方はお
持ちください。

布ぞうり作り教室 17日㈫ 
9時30分～12時 5人 300円 巾5㎝～6㎝、長さ1m～2mほ

どの布を15本くらい、ハサミ

布クラブ教室（兜）
①午前　②午後

18日㈬ 
①9時30分～12時
②13時～15時

各
7人 300円 材料費400円、裁縫道具

布クラブ教室
（着物からブラウス）

19日㈭ 
9時30分～15時 5人 300円 ほどいた着物、ミシン糸、ボビ

ン、マチ針、裁縫道具、昼食
包丁研ぎ教室 21日㈷ 10時～12時 5人 300円 包丁は1人2本まで

裂き織り教室 24日㈫
9時30分～11時30分 5人 300円 古布1㎡くらい、ハサミ

トールペイント教室
（教材の中で好きなもの）

27日㈮ 
9時30分～12時 5人 300円

トールペイント用平筆・丸筆（あ
る方）、雑巾、エプロン、材料費
100円

※申し込み方法：申し込みは本人に限る（詳細は工房に問い合わせを）月曜日（休館日）を除く毎日【電
話のみ受付】9時～17時（いずれも定員になり次第締め切り。キャンセルの場合は、必ず連絡をしてく
ださい）。なお、キャンセル待ちの方は、参加希望教室開催日の前日に電話で問い合わせてください。

●ひな祭り作品展のお知らせ…つるし雛・布のお雛さま・木製ペイントお雛さ
ま・押し絵羽子板・木工作品など多数展示します（木工作品即売あり）。
日時3月1日㈰10時～15時　場所我孫子市ふれあい工房

◎布クラブ、布ぞうり、裂き織り相談日（10時～15時）にはミシンを開放。糸とボビンを持参して
ください（工房使用料がかかります）。
※リサイクル教室の作品写真は、ふれあい工房のホームページでご覧になれます。
　 http://www.abiko-fureaikoubou.com

日時　3月14日㈯ 午後1時30分～2時15分（1時15分開場）
場所　鳥の博物館2階多目的ホール
内容　帝室博物館は上野にある東京国立博物館の前身です。山階鳥研に
は明治・大正期に収集された帝室博物館旧蔵の貴重な鳥類標本が保管さ
れています。なかには絶滅した鳥類の標本が含まれています。これらの

標本や歴史について紹介します。
講師　小林さやかさん（ 山階鳥類研究
所自然誌研究室専門員）
定員　当日先着50人（申込不要）
費用　無料（ただし入館料がかかります）

テーマトーク
明治・大正期の鳥類標本
～帝室博物館コレクション～

楽

▲絶滅鳥リュウキュウカラスバトのタイ
プ標本（種の命名の際に使った標本）

情報ひろば・市民伝言板
◆2015Enjoy手賀沼! 出展団体
開催日5月10日㈰　所手賀沼親水広場
内出展希望の方は3月13日㈮までにE
メールまたはファクスで団体・担当者
名、電話番号を明記。詳しくはホーム
ページ「Enjoy手賀沼!」で検索!　 ・
事務局・中井☎090－3916－0100
7183－ 3801 tegadou@gmail.

com、手賀沼課・内線467
◆あびこ舞台 戦後70周年平和祈念
　公演「声なき氷像」出演者
公演日8月16日㈰、12月13日㈰　所
けやきプラザふれあいホール　内稽古
…月2回（日曜日）、湖北台西小学校交
流教室　対・定小学生～90歳、10人　
費月額3000円（高・大学生2000円、小・
中学生1500円）　 ・ 3月15日㈰（消
印有効）までにハガキに住所・氏名・
年齢・性別・電話番号を明記し、〒
270－1132湖北台10の2の25あびこ
舞台・飯牟礼☎7188－1160
◆取手グリーンスポーツセンター
　4月～7月定期教室参加者
内ヨガ、ボクシングシェイプ、卓球教
室や水泳・体操・ダンスなどキッズ・
ジュニア対象教室 ※詳しくは窓口、
ホームページ（ http://www.toride-
green-spocen.com/）　 ・ 3月20
日㈮必着で往復ハガキで〒302－0032
取手市野々井1299取手グリーンス
ポーツセンター☎0297－78－9090

44434433お知らせ
◆犬猫譲渡会
日3月8日㈰・22日㈰、4月12日㈰・
26日㈰11時～14時（雨天実施）　所市
役所駐車場※犬猫の持ち込みは要事前
連絡。保護犬猫の引取不可。詳しくは
お問い合わせください。 我孫子犬
猫里親会☎090－1618－2502
◆手賀沼周辺不法投棄一斉パトロール
3月9日㈪～15日㈰まで我孫子・柏・
印西・白井市による「不法投棄防止一
斉パトロール」を実施します。地域の
皆さんが「不法投棄はしない・させな

い・許さない」という認識を持ち、不
法投棄を発生させない環境づくりにご
協力をお願いします。 クリーンセン
ター☎7187－0015
◆雑草等の除去事業者の登録を受付
内あき地などの雑草の刈り取りが困難
な土地の所有者などへ紹介　対市の競
争入札指名参加業者または同等である
こと　 ・ 3月13日㈮までに申請書
（消防本部に用意、市ホームページか
らダウンロード可）を持参。消防本部
予防課☎7181－7702

◆【ふさの風まちづくり協議会】
◎第三回 寺子屋せみなー
日3月14日㈯10時～11時30分　内江
戸時代にタイムスリップ『世事見聞録』
と布佐村の風俗。講師…梅本春一さん
（郷土史研究家）　定40人（要申込、無料）
◎第8回 世界の楽しい楽器たちの音楽会
日3月15日㈰14時～16時（13時30分開
場）　出演あびこコカリナ「そよかぜ」、
アンサンブル「風」、香花ハーモニー、
チャオ・マンドリーノ、オカリナ「ア
ラウダ」、ハーモニカサークル「ドレ
ミ」　定当日先着110人　費無料
◎「光のワークショップ」
　光と虹のファンタジー
日3月18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
サンキャッチャーを作製　対・定20
歳以上、10人（要申込）　費3000円
〈共通〉所・ ・ 近隣センターふさ
の風☎7181－6211
◆【我孫子南まちづくり協議会】
◎イクメン講座 父子料理教室
　「スコーンをつくろう」　
日3月15日㈰10時～13時　内講師…
秋山紀夫さん、秋山雅子さん（ブンカ
ドー）　対・定3歳以上のお子さんと
男性保護者、先着8組　費1組600円
（子ども2人目から200円）　持エプロ
ン、三角巾　所・ ・ 我孫子南近隣
センター☎7181－1011

楽 は「あびこ楽校（市が提供するさまざまな生涯学習事業の総称）」の事業です。
「まち協」とは、まちづくり協議会の略称で、自治会をはじめ地域のさまざまな団体で構成された住民組織です。市内に10協議会あり、近隣センターを拠点に、地
域のまちづくりに取り組んでいます。

・ 　鳥の博物館☎7185－2212
ミュージアム・インフォメーション

▲ミソサザイ

日時　3月22日㈰午後1時30分～3時
場所　鳥の博物館2階多目的ホール
内容　野鳥に関する著書の執筆やバードウオッ
チング指導など、野鳥に関する活動を行ってい
る講師が、野鳥の声を録音する楽しみについて
お話しします。
講師　松田道生さん（野鳥研究家）　定員　50人
費用　無料（ただし、入館料がかかります）　
電話で鳥の博物館

鳥博セミナー
「野鳥の声と録音の楽しみ」楽
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