
〈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

▼中山光子「ローズマリング」の世界　
4月17日㈭～26日㈯。ギャラリー芙
蓉。油絵具を混合して作る独特な色の
ハーモニー、洗練された伝統あるフ
ォークアート作品。入場無料。 ギャ
ラリー芙蓉☎7106－1369
▼よさこいソーランを踊ろう♪体験会
4月19日㈯近セふさの風・26日㈯四
小体育館。9時30分～12時。幼児か
ら大人まで。動きやすい服装、室内靴、
タオル、飲み物。 ABIKOそーらん
アスカ組・岸村☎7188－7351

▼世界国別何でも語る会 フランス編
PART2　4月20日㈰13時～16時。け
やきプラザ10階会議室。フランスを旅
して食べて思った事・学んだ事など。資
料代200円。 世界国別何でも語る会・
上原☎7184－5322
▼はじめて英会話体験会　4月22日㈫・
23日㈬12時～。アビスタほか。英国
人講師と少人数で英会話。先着5人。
500円。初心者・中高年の方。キッズ
クラスもあり。 ・ プリズム英会話
☎090－5498－0715
▼第22回 千葉県書作家連盟展　4月
23日㈬～27日㈰10時～17時（最終日
16時まで）。さわやかちば県民プラザ。

河野☎7182－9065
▼中高年の方のための肩こり講座　4
月25日㈮13時30分～14時30分。けや
きプラザ介護実習室。中高年の方の肩
こり体操・対策。肩こり・腰痛から守
る会による講座。先着30人。1000円。
・ 高橋☎7169－4274
▼我孫子東西の芸術家村を知ろう　4
月27日㈰14時～15時。我孫子北近
セ並木本館。文化講座。先着20人。
200円（着物で参加は半額）。 ・
ACT/きもの愛好会/着付けの会＠並
木・海津☎ 7184－9828
▼講演会「健康食品のウソとホントの
話」　4月28日㈪13時30分～15時。我
孫子南近セ9階ホール。講師…佐野真
理子（主婦連事務局長）。先着70人。
無料。 ・ 和田☎7183－1434
▼バッハ作曲「マタイ受難曲」演奏会　
4月29日㈷14時開演。けやきプラザ
ふれあいホール。柏メサイア・クワイ
ア第17回演奏会。2000円（全席自由）。
松尾☎7149－4774

▼「憲法を考える市民のつどい」　5月
3日㈷13時45分～。あびこ市民プラ
ザホール。「憲法改悪と教育の右傾化
を考える」。講師…三輪定宣（千葉大
学名誉教授）。500円。 中村☎7184
－2670
▼空手道教室初心者体験　5月3日㈷
14時～16時。白山中武道場。日本空
手道協会指導員が教えます。小1～一
般。先着30人。無料。体操着でOK。
我孫子松濤館・勝野☎7183－3226

▼よみうりカルチャー柏「マジック発
表会」　5月4日㈷13時30分開演。け
やきプラザふれあいホール。不思議な
マジックの世界をお楽しみください。
渋谷☎090－9395－2803

会員・仲間募集

▼アロマセラピーを楽しもう　4月21
日㈪10時30分～。けやきプラザ。消
臭剤作成。以後虫よけスプレー・バス
ソルト・化粧水・シャンプー作成など。
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イベント
◆「歌声とアロマ」
　～地域の世代間交流～
日4月23日㈬10時～12時、5月28日
㈬10時～12時　所けやきプラザ7階
研修室　内幅広い世代で、童謡・唱
歌や演歌などを一緒に歌い交流を図
る。アロマ・ハンド・トリートメン
トあり　定先着40人　費800円　 ・
NPO法人ホスピスケアを広める会

☎ 7163－0634 hoscare@jcom.
home.ne.jp
◆第27回 我孫子市ペタンク大会
日5月11日㈰8時30分集合（小雨実施）
所川村学園女子大学運動場（附属保育
園隣）　内3人1チームによるリーグ戦
（初心者歓迎）　費1人300円（保険代な
ど、当日徴収）　 ・ 4月26日㈯必
着でハガキ。大会名、チーム名、参加
者全員の住所・氏名、ボールの有無、
代表者の電話番号を明記し〒270－
1165並木6の9の5 児玉嘉昭☎7184
－8947
◆第36回 我孫子市吟詠連盟大会
日4月27日㈰9時30分～（9時開場）　
所湖北地区公民館　内市内吟詠家たち
による、吟詠、漢詩、和歌、俳句、剣
舞、詩

し

舞
ぶ

の発表　費無料（全席自由）　
津川☎7182－3426

◆第7回 鯉のぼりまつり
日4月29日㈷～5月5日㈷（雨天・強風

中止）　所湖北台中央公園　内大空に
100匹を超える鯉のぼりが泳ぎます　
イベント5月5日㈷10時～15時、ロー
プ遊び・商店街による出店…10時～　
湖北台団地自治会事務所☎7188－

3162
◆チャレンジスポーツ・なぎなた
日①5月11日・18日・25日㈰9時15
分～11時 ②5月16日・23日・30日
㈮9時30分～11時30分　所市民体育
館・武道場　内なぎなたの基礎と実
技。素足で行います。初心者歓迎。費
各1000円　持飲み物、汗拭

ふ

きタオル、
動きやすい服装※なぎなたは貸し出し
ます。 ・ 5月1日㈭までに電話、
ファクス。氏名、電話番号、希望コー
ス（①②いずれか）を明示し、我孫子
市なぎなた連盟・中村☎090－1253
－2996 7183－3566
◆第18回 我孫子市オープン
　ラージボール卓球大会
日・所 6月7日㈯9時受付・市民体育
館　種目①トリプルダブルス団体戦
（男2女2の編成、全て混合ダブルス）
4人の合計年齢がA（249歳以下）、B
（250歳～279歳）、C（280歳～）　②
ダブルス個人戦（男女別）、2人の合
計年齢がD（124歳以下）、E（125歳～
139歳）、F（140歳～）　費団体戦1チー
ム4000円、個人戦1組2000円　 ・
5月9日㈮必着でハガキ。大会名、

種目、団体名、住所、氏名、生年月日、
電話番号を明記し〒270－1164つく
し野7の15の35 小野塚章司☎7183－
7499
◆市民体育館「早朝テニス」
日5月～8月の土・日曜、祝日（大会開
催日を除く）7時～9時　対公共施設使
用者登録者（未登録者は、予約申込時
に登録）　費1回800円（65歳以上・高
校生以下400円）　 市民体育館で事
前予約（開催予定日・予約方法などは、
市ホームページに掲載）　所・ 市民
体育館☎7137－9030

講演・講座・教室
◆成犬・成猫を譲渡します
日4月18日、5月23日、6月20日いず
れも㈮13時～13時30分受付（申込不
要）　費無料　所・ 千葉県動物愛護
センター東葛飾支所（柏市高柳1018の
6）☎7191－0050
◆第5回 元気が出る歴史人物講座
　～至誠と慈愛の人「昭和天皇」～
日4月19日㈯14時30分～16時30分
（14時開場）　所我孫子南近隣セン
ター　内昭和天皇の民を思う御心に
ついて『マッカーサー回想録』などを
通して紐

ひも

解く。講師…岡田幹彦さん
（日本政策研究センター主任研究員）　
費1000円（高校生以下無料）　 日本
の心を育む会東葛・岩淵☎ 7187－
5564
◆ピヨピヨ親子ショートテニス教室
　こどもの日スペシャル
日5月5日㈷10時20分～12時（受付10
時～）　対・定テニスをしたことのな
い幼稚園児・小学生とその父母（祖父
母も可）、先着80組　費1組500円　
所・ ・ 電話で 吉田記念テニス
研修センター（柏市）☎7134－3030
◆手をつなぐ育成会 
　又村あおい氏講演会
日5月10日㈯9時40分～11時40分　
所アビスタ1階ホール　内障害サービ
ス等利用計画の立て方と支援区分判定
の受け方　定先着100人（障害者及び
その家族など）　費無料　 ・ 電話・
ファクスで住所、氏名、電話番号を
明示し、石川☎090－8044－3674
7187－5389

募集
◆放課後対策事業スタッフ
①サブリーダー（嘱託職員）　任期・人
数5月1日付採用・1人、6月1日付採
用・1人（いずれも更新あり）　勤務日
時平日放課後～19時、長期休み・祝

日…7時45分～19時（㈯は8時～）。週
27時間程度　内児童の放課後や休業
日の生活支援など　対65歳未満で教
員免許（小～高校のいずれか）、幼稚
園教諭、保育士、児童厚生員の資格を
お持ちの方　報酬時給1240円（通勤
手当あり）　選考書類、面接（4月23日
㈬）　締切4月22日㈫17時まで　②ア
シスタント（臨時職員・登録制）　任期
9月30日まで（更新あり）　勤務時間平
日は13時～19時の間で3～4時間、土
曜日・休業日は7時45分～19時の間で
5～7時間　対18歳以上で意欲のある
健康な方　賃金時給880円（通勤手当
あり）　〈共通〉所市内各学童保育室、
あびっ子クラブ　 ・ 本人持参（郵
送不可）。履歴書（写真貼

ちょ う ふ

付）、資格証
の写し（①のみ）を子ども支援課・内線
449へ（提出書類返却不可）
◆産休代替保健師
任期5月1日～平成27年3月31日　勤
務日時平日8時30分～17時　所保健
センターおよび市内　内健康診査の相
談や訪問など保健師業務　対・定保健
師免許および普通車免許を有し、エク
セル・ワードの簡単な操作ができる
60歳以下の方、1人　賃金時給1360
円（通勤手当あり）　締切日4月23日㈬
健康づくり支援課☎7185－1126

◆学校給食コーディネーター
勤務日時5月6日㈫～週4～5日7時～
12時の間の4時間（勤務時間の変更あ
り）　所あびこ農産物直売所あびこん
対・定エクセル操作と車の運転がで
きる方、1人　報酬時給800円　選考
書類・面接　 ・ 4月24日㈭必着で
郵送か持参。履歴書（写真貼

ちょ う ふ

付）を〒
270－1155我孫子新田22の4 あびこ
型「地産地消」推進協議会へ☎7128－
7770（月・火・木曜日9時～17時）
◆弓道教室
日5月10日㈯～毎週㈯（全10回）9時30
分～12時30分　所我孫子弓道場（布佐
下多目的広場内）　対・定市内在住・
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