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ひろばひろば
「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

イベント
◆我孫子市バドミントン連盟
　第41回 春季大会（ダブルス）
日4月20日㈰9時受付　所市民体育館
種目男女ダブルス各1部～3部　対男
女とも1・2部オープン、3部は連盟会
員（市内外を問わない）および市内在
住・在勤・在学で1・2部以外の方　
費1組3000円（連盟会員2000円）、小・
中・高生1600円（同1400円）　 ・
参加申込書（連盟ホームページに用意）
またはハガキ。大会名、2人分の住所、
氏名、性別、電話番号、所属クラブ名

（市外の方は市町村名、学生の方は学
校名）・参加種目を明記し、4月10日
㈭必着で〒270－1165並木6の8の6
の703 佐々木吉人☎7183－2306
◆ねんりんピック栃木2014　健康マー
　ジャン千葉県代表選考会地区大会 
日4月12日㈯12時～　所麻雀STING

（我孫子1の11の9金井ビル3階）　対・
定60歳以上の方、先着24人　費2500
円　 ・ 電 話 で 住 所、 氏 名、 年
齢、性別、電話番号を明示し、麻雀
STING・佐藤☎7186－0400
◆憲法を考える市民の集い
日4月13日㈰10時～12時（9時30分開

場）　所我孫子北近隣センター並木本
館　内「みんなで考えよう、憲法の理
念を! ～真の民主主義を実現するため
に～」　講師…伊藤真さん（弁護士）　
定先着120人（要申込）　費無料　主催
憲法を考える市民の集い実行委員会　

・ 濱田☎ 7183－2789
◆東葛地区ビーバーランド
　「ビバリンピック」
日4月13日㈰10時～12時30分（受付9
時30分～）※雨天中止　 所柏の葉公
園（柏市）　内我孫子・柏のビーバー
スカウトが集い、楽しいゲームで遊
ぶ　対・定我孫子市、柏市在住の年
長～小学2年生、100人　費無料　持
水筒、しきもの、コップ、スプーン　

・ ボーイスカウト東葛地区・島藤
☎7184－5795
◆「飼い主のいない猫のため」の
　チャリティ・フリーマーケット
日4月13日 ㈰10時～15時（荒天時は
20日㈰）　所アビスタ前広場（手賀沼
公園入口）　内日用雑貨、食器、衣類
などの販売。売り上げは飼い主のいな
い猫の不妊去勢手術費用に使わせてい
ただきます。 あびこイヌネコ・ボラ・
ネット・斉藤☎090－6343－5824
◆我孫子市茶道連盟　茶会　
日4月13日㈰10時～15時　所アビス
タ・和室　内席主…小野一宗（表千家）、
石川宗嬉（裏千家）  費二席1000円（申
込不要、当日会場へ）　 小野☎7182
－6161
◆第34回　民謡舞踊鑑賞会
日4月13日㈰11時開演（10時30分開
場）　所けやきプラザ　内古典・新舞
踊、郷土民謡など。出演…我孫子市舞
踊連盟、我孫子市民謡連合会の会員　
費無料　 渡辺☎7182－5855
◆湖北台地区まちづくり協議会
　湖北台春まつり

日4月19日㈯・20㈰10時～17時　内
◎発表…ダンス、詩吟、大正琴ほか。
◎展示…写真、はがき絵、つるし飾り
ほか。◎模擬店（有料）…焼きそば、
赤飯、野菜、藍染、七宝ほか　費無料　
所・ 湖北台近隣センター☎7187－
1122
◆大正琴「和み会」第8回演奏会
日4月20日㈰13時開演（12時30分開場）
所けやきプラザ　内4種類の大正琴に
よるアンサンブル。「津軽海峡冬景色」

「天城越え」ほか。出演者…大正琴「和
み会」（琴伝流）　費無料（全席自由）　

阿部☎7149－3966
◆第22回 我孫子市オープンチーム
　カップ卓球大会
日・所5月18日㈰9時受付、市民体育
館　種目2複3単の団体戦、男子1・2部、
女子1～3部（1チーム4～6人）参加チー
ム数によりランクの変更あり　費1チー
ム4000円（市内中学生2000円）　 ・

ハガキ、メール。大会名、種目、団
体名、代表者の住所・氏名・電話番号、
参加者全員の氏名を4月25日㈮必着で
〒270－1176 柴崎台4の11の8 桑江
朝 臣 ☎080－4375－9071 asaomi.
kuwae@gmail.com
◆第11回 大正浪漫ウオークin手賀沼
日4月29日㈷8時～16時（荒天中止）　
所手賀沼公園　内10㎞コース（9時受
付）…団体歩行、20㎞・30㎞コース（8
時受付）…自由歩行　費400円（4月19
日㈯までに申込）、500円（我孫子・柏
市民以外700円）〈当日申込〉、中学生
以下無料。※小学生以下は保護者同伴、
障害のある方は介助者同伴。 中山
☎7145－1620
◆設立20周年記念　混声合唱団「響」
　第12回定期演奏会
日5月18日㈰14時開演（13時30分開
場）　所けやきプラザホール　内フ

ォーレ「レクイエム」、合唱組曲「海鳥
の詩」ほか　出演者…脇田崚多郎（指
揮）、神田晋一郎（ピアノ）、混声合唱
団「響」　費800円（全席自由）　入場
券販売軽喫茶ぽぽら、木川商店（天王
台）　 稲葉☎7185－2053

講演・講座・教室
◆Windows8.1基礎講座
日4月8日㈫、15日㈫、22日㈫13時10
分 ～15時30分　 定 各10人　 費3000
円（テキスト代別途）　所・ ・ 往
復ハガキ、電話、教室。氏名、住所、
電話番号を明示。〒270－1122中里
335の1 スーパーマスダ3階「あしら
ねパソコン教室」☎7197－3308
http://asln.jp
◆我孫子市美術家協会絵画体験教室
日4月19日 ㈯ ①13時 ～15時、4月20
日㈰②10時～12時③13時～15時　所
あびこ市民プラザ会議室1　内①水彩
画の面白さ（講師…山田きんしん）②
鉛筆デッサン（講師…石井良道）③季
節のはがき絵（講師…近藤恵美）　定
①、②先着35人③先着10人　費③の
み300円（材料、はがき込）　 ・ 往
復ハガキ。4月10日㈭必着で住所、氏
名、電話番号、希望講座、講師名を明
記し郵送。〒270－1142泉17の27 山
田きんしん☎7184－1230
◆甲種防火管理新規講習
日①5月26日㈪・27日㈫②5月29日㈭・
30日㈮　所我孫子南近隣センター　
定各先着75人　費6170円　持室内履
き、下足入れ　申込期間①4月8日㈫
～10日㈭②4月23日㈬～25日㈮　申
込方法申込用紙（消防本部、各消防
署・分署に用意。 日本防火・防災
協会のホームページからもダウンロー
ド可）に必要事項を明記し、 千葉

〈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
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市民伝言板は、次の通り省略しています

◆詳しい内容の確認は、当事者間で行うようお願いします。

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

たのしもう
講演・催し

▼脳とカラダを鍛える教室無料体験会
4月3日・10日㈭14時30分～16時。イ
ンキュベーションオフィスABIKOs。
先着10人。 NPO法人スマイルクラ
ブ☎7169－4183
▼手賀沼ウオーキング教室　4月5日
㈯、5月10日㈯9時30分～13時15分。
アビスタ横東屋。5㎞。300円（資料、
保険代）　 千葉県Ｗ協会・須藤☎
7184－6204
▼ときわ綜合法律事務所無料法律相談
会　4月5日㈯10時～15時。アビイク
オーレ1階ホール（イトーヨーカドー我

孫子南口店）。先着40人（事前予約可）。
・ 赤間☎047－367－5544

▼占いクラブ　4月5日㈯12時～15時。
アビスタ第3学習室。25人。無料。講師
…松木。 松木☎090－5311－9662
▼宇宙の話　4月5日㈯13時30分。我
孫子南近セ（けやきプラザ8階第1会議
室）。細谷暁夫東工大名誉教授。「湯川
秀樹と原子力」その2同時講演。800
円（菓子付）。 ・ 我孫子サイエン
スカフェ・栗田☎090－1650－3660
▼卒業記念陶芸作品展（千葉県生涯大
学校東葛飾学園造形学部陶芸コース
一期生）　4月11日㈮～13日㈰10時～
17時（13日は14時まで）。流山市生涯
学習センター（入場無料）。 高橋☎
7183－6167

▼親子体操無料体験会　4月11日・25
日㈮10時～11時。あびこ市民プラザ
ホール。11時30分からママの為のシ
ェイプアップ体操あり。音楽に合わせ
遊びながら楽しく体操します。 中
村☎090－6018－1267
▼民謡あれこれ春風まつり・ふだん着
親睦コンサート④　4月13日㈰9時40
分開演。湖北地区公民館ホール（入場
無料）。飛入歓迎。 津軽三味線“孝

た か と

人
会”・中野孝人☎090－9953－7008
▼気功・身心健康セミナー　4月13日
㈰13時10分受付。近セこもれび。「よ
り快適に楽しく生活するために」講師
…月辰会整骨院院長。先着30人（要予
約）。300円（資料代）。 ・ 4月11
日㈮までに山中☎7183－6459
▼体験手話講座　4月18日㈮14時30
分～20時。けやきプラザ7階研修室。
初級・中級・上級・通訳養成。各15
人。無料。 ・ 我孫子市ろうあ協会

deaf.abiko@gmail.com
▼MuseKitchenClub開催スケジュー
ル　4月18日㈮けやきプラザ8階フラ
ンスフルコース料理4500円。4月26
日、5月31日㈯アビスタ調理室イタリ

ア・フランス主菜料理2500円。 栗
山☎090－6006－3479
▼認知症になる前のかけこみ塾　4月
19日㈯12時～15時。アビスタ第2学
習室。25人。無料。講師…松木・佐藤。

松木☎090－5311－9662
▼電子書籍（ストア・端末の選定方法、
本の購入、紙の本を電子の本にする）　
4月26日㈯ 15時30分～16時45分（事
前予約）。けやきプラザ10階。500円

今泉☎090－4715－2905

やってみよう
会員・仲間募集

▼社交ダンス会員募集♪ 仕事終了さ
あ魅惑の時!　4月7日アビスタ、21日・
28日布佐南近セ。いずれも㈪19時～
21時。他に㈰午前サークルと㈫午後
サークルもあります。初心者も大歓迎
です♪　 渡辺☎090－6140－3437
▼モーツァルト「ミサ・ブレヴィス」を
オケ伴で歌いませんか!　演奏日9月28
日㈰ふれあいホール。指揮…野村秀
美。練習日毎月第1・3㈰15時～17時
アビスタ。入8000円。 野村☎7182

http://asln.jp
http://asln.jp
mailto:saomi.kuwae@gmail.com
mailto:saomi.kuwae@gmail.com
mailto:deaf.abiko@gmail.com
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