
体験可）。月曜初級クラスもあり。
鴨田☎ 7186－5665

会員・仲間募集

▼楽しい「港俳句会」にどうぞ　毎月
第3㈫13時～16時。商工会館会議室。
奇数月には港俳句会主宰の懇切にして
軽妙洒脱な指導があります。高齢者、
女性、初心者歓迎。若干名。月1000円。

松本☎7183－2556
▼自

じ

彊
きょう

術
じゅつ

体操　毎月3回㈭13時30分
～15時。湖北台市セ。年3000円、月
1500円。自律神経の働きを良くし、
体調を整えます。無料体験1回あり。

（公社）自彊術普及会・手嶋☎7188－
3770
▼白樺三木会　毎月第3㈭9時～12時。
アビスタ学習室。我孫子の歴史・文化
の勉強・郊外活動・バス研修など楽し
く学習中。新入会員大歓迎。年3000円。

矢野☎7185－0797
▼あびこみるみる会　本会は聞く、見
る、してみる等の楽しい集まりです。
定例会毎月19日けやきプラザ。保育・
幼稚園、学校で防災教室を多数開催し
継続中。無料。創作童話の読み手と絵
を描く方募集。 小林☎7115－1935

でカラダをほぐしましょう。中高年向
き。先着10人無料。飲み物とタオル
持参。 ハナワ☎090－7941－5452
▼気功体験　5月22日㈭9時30分～。
近セこもれび。講師…吉田奉子。気功
メソッドにより健康の改善維持を体験
しましょう。動きやすい服でご参加く
ださい。500円。 気風会事務局・森
☎090－9316－5378
▼認知症になる前のかけこみ塾　5月
25日㈰、31日㈯12時～15時。アビス
タ第3学習室。講師…松木。25人。無
料。 松木☎090－5311－9662
▼Windows8.1教室　5月24日㈯15
時～16時45分。けやきプラザ10階。
入門500円。中級（MSアカウント使用
術）無料。いずれも要事前予約。 今
泉☎090－4715－2905
▼県南の直売所めぐりとびわ狩り　5
月27日㈫我孫子北口郵便局前8時30
分出発。農産物直売所での買い物と富
浦のびわ狩り。先着30人。3500円（び
わ狩り代込）　 ・ 直売所友の会・
友利☎7183－8383
▼エンジョイ楽々ジャズダンス〈中級〉
5、6月の㈫18時30分～21時。アビス
タ。㈭10時～12時天王台スタジオ。
ストレッチとダンス。1回1500円（無料

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。
市役所の代表電話番号☎7185－1111 市ホームページアドレス http://www.city.abiko.chiba.jp/
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日5月17日㈯13時～15時（12時30分
開場）　所あびこ市民プラザ　内市内
大学教授による基調講演、地元レスト
ラン・加工業者による事例発表など　
定先着150人（申込不要）　費無料　主
催・ あびこ型「地産地消」推進協議会
☎7128－7770（㈪㈫㈭9時～17時）
◆文化講演会「利根川・手賀沼に挟ま 
　れた我孫子の人々の営みを考える」
日5月25日㈰14時～16時30分　所ア
ビスタミニホール　内手賀沼干拓、利
根川東遷など人々の営みを語る。講師
…相原正義　定先着70人　費300円

（会員無料）　 我孫子の文化を守る
会・藤井☎7185－1996
◆ふさの風まちづくり協議会

「春の陶芸教室」
日5月26日、6月2日・16日いずれも
㈪9時～12時　費2000円（3回分）　定
先着6人　所・ ・ 近隣センターふ
さの風☎7181－6211
◆新木地区まちづくり協議会
　「料理セミナー」
日6月7日㈯10時30分～15時　内家
庭で楽しむミニ懐石料理　定先着16
人　費800円　持エプロン・三角巾・
食器用ふきん、手ふき、筆記用具　所・

・ 6月2日㈪までに新木近隣セン
ター☎7188－2010

募集
◆お見合いバスツアー参加者
日6月1日㈰8時30分～17時　内ソー
セージ作り体験・バーベキュー（ポティ
ロンの森）、あみプレミアム・アウトレッ
ト　対・定男性30～42歳、女性30
～40歳の独身で真剣に交際相手を探
している方、各18人（応募多数の場合
は抽選）　費男性5500円、女性4500

円　 ・ 5月15日㈭17時までに我孫
子市社会福祉協議会☎7184－1539
wedding@abiko-shakyo.com
◆「岳人あびこ」市民登山
日6月8日㈰日帰り　所西上州：浅間
山、天狗温泉（交通：貸切バス）　対1日
6時間以上歩ける方　費7000円　持登
山靴、雨具、着替え、水、昼食など　
定先着20人　 ・ 5月18日㈰必着
でハガキ。住所、氏

ふ り が な

名、年齢、性別、
電話番号を明記し〒270－1164つく
し野7の16の23「岳人あびこ」村松敏
彦☎7184－4793
◆第7回 あびこカッパまつり
　イベント出演者
日8月23日㈯（雨天時24日㈰）11時～
19時の間の15分間（出演スケジュー
ルは実行委員会で決定）　内ステー
ジイベントに出演して一緒にあびこ
カッパまつりを盛り上げましょう。　
対市内で活動している団体・グループ
※申込多数の場合は選考あり　 ・

6月20日㈮までに申込書をファク
ス、Eメール。あびこカッパまつり実
行委員会 7182－9738 kappa@
abikosetsubi.com ☎080－6652－
9229　※ホームページに申込書あり。
HPは「あびこカッパまつり」で検索。
◆ワールドキャンパスインターナショナ
　ル（海外青年研修）を我孫子へ招へい
日7月28日㈪～8月5日㈫　所アビス
タ、けやきプラザ、我孫子北近隣セン
ターほか　内海外から訪れる若者との
国際交流。ホストファミリー・ボラン
ティア・イベント参加者を募集　 あ
びこホストファミリーの会・渡辺☎
090－6532－5024
◆我孫子空手道クラブ会員
日毎週㈪㈯18時30分～20時30分　

所湖北台東小学校体育館　費月2500
円（子ども2000円）　 吉田☎7188－
0862

お知らせ
◆犬猫譲渡会
日5月11日・25日、6月8日・22日い
ずれも㈰11時～14時（雨天実施）　所
市役所駐車場　 吉原☎090－1618
－2502
◆弁護士・税理士・司法書士
　合同無料相談会
日6月7日㈯14時～18時　所松戸商工
会議所4階中会議室（松戸1879の1）　
定先着21人（要予約、相談時間25分）　

・ 5月12日㈪10時から電話で、
千葉司法書士会事務局☎043－246－
2666（日・祝日除く10時～17時）
◆千葉県警察による災害警備訓練
ヘリコプターを使用した災害警備訓練
を行います。ご迷惑をお掛けしますが
ご理解、ご協力をお願いします。日5
月15日㈭9時～15時（天候などにより
5月27日㈫に変更）　所利根川ゆうゆ
う公園サッカー場　 千葉県警察本
部警備部第三機動隊☎7131－9921
◆職場のトラブル解決、サポートします!

「解雇」や「いじめ・嫌がらせ」など、

労使間のトラブルで悩んでいません
か。専門の相談員が電話または面談
により対応します。相談は無料です。
◎柏総合労働相談コーナー（柏労働基
準監督署内）☎7163－0245　◎千葉
労働局総合労働相談コーナー☎043－
221－2303　◎千葉駅前総合労働相
談コーナー☎0120－250650、☎043
－246－4121　※相談はいずれも祝
日を除く㈪～㈮9時～17時　 千葉労
働局企画室☎043－221－2303
◆赤十字活動資金へのご協力を
　お願いします
日本赤十字社は、国内の災害時の救護
をはじめ、国外の紛争・自然災害の被
災者に対する緊急救援活動など、さま
ざまな人道的活動を行っています。こ
れらの活動は、多くの皆さんの温か
い善意によって支えられています。
社会福祉課・内線377
◆中小企業・小規模事業者の
　経営者の方へ
個人保証なしで金融機関から融資を受
けたり、事業が破たんしても一定の生
活費などを残すことができるガイドラ
インができました。詳しくはお問い合
わせください。 中小企業基盤整備
機構関東本部☎03－5470－1620

情報ひろば・市民伝言板

☎7186－5500
青山450番地ふれあい工房ふれあい工房楽 月

の
月
の5

■ 「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4水曜日・第1・4木曜日 10時〜15時
■ 「おもちゃの病院」 毎週日曜日 13時〜16時
■ 「ペイント相談日」 第1金曜日 10時〜15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

布クラブ教室
（コットンバスケット） 8日㈭ 10時～15時 3人 300円

柄と無地布50㎝×80㎝、同色
のミシン糸、手芸綿110ｇ※な
い方は材料費110円、裁縫道
具、昼食

布バッグ作り教室
（裂き織りポシェット） 9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

木工教室（鉢カバー） 13日㈫ 10時～12時 5人 300円 なし
木で作るおもちゃ教室

（楽しいパズルバス）
3回とも参加できる方

13日、20日、27日㈫
10時～12時 5人 初回に

1500円 なし

布クラブ教室（子供用甚平）
2回とも参加できる方

13日、27日㈫ 
9時30分～15時 5人 1回

300円
ほどいた浴衣、ミシン糸、裁縫
道具、昼食

布クラブ教室（傘布から
ペットボトルカバー）
①午前　②午後

14日㈬ 
①9時30分～12時
②13時～15時

各
5人 300円 ミシン糸、裁縫道具、材料費

120円

布クラブ教室
（着物からチュニック）

15日㈭
9時30分～15時 5人 300円

材料費200円、生地巾110㎝×
長160㎝または、ほどいて洗っ
た羽織身頃と袖分（色違いでも
可）、ボビン、ミシン糸、裁縫道
具、マチ針20本以上、昼食

包丁研ぎ教室 17日㈯ 10時～12時 5人 300円 包丁は1人2本まで

布ぞうり作り教室
①午前　②午後

20日㈫
①10時～12時
②13時～15時

各
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
（ネクタイからポーチ）

21日㈬
9時30分～15時 5人 300円

厚地のネクタイ（ほどかずに）、
裏地50㎝×20㎝、ミシン糸、
裁縫道具、昼食

ペイント教室
（絵あわせカード10組20枚）23日㈮ 10時～15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、昼食

裂き織り教室 27日㈫
9時30分～11時30分 5人 300円 古布1㎡くらい、ハサミ

※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【電話のみ開
催日前日まで受付】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。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://abiko-fureaikoubou.com/

◎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。◎他にミシン3台（中古品）、
糸とボビンを持参して自由に使用可（いずれも工房使用料がかかります）。

http://www.city.abiko.chiba.jp/
mailto:wedding@abiko-shakyo.com
mailto:wedding@abiko-shakyo.com
mailto:
mailto:kappa@abikosetsubi.com
mailto:
mailto:kappa@abikosetsubi.com
http://abiko-fureaikoubou.com/
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