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「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

▼市民ふれあい親睦会　5月4日㈷11
時～。市民活動Abiko健康家庭菜園ニ
ニギの里（国道6号沿いセガワールド
駐車場下）。無料（要申込）。弁当持参。

・ 田中☎090－2238－9852
tukubanokakashi@yahoo.co.jp
▼第10回 小さなお披露目会　5月4日
㈷14時開演。あびこ市民プラザホール。
シニア初心者によるピアノ・キーボード
アンサンブル発表会。無料。 ミュー
ジック・フレンド・乳

に ゅ う い

井☎7185－2010
▼琴・三味線演奏会「琴鶯会」　5月6日
㈫12時30分開演。けやきプラザふれあ
いホール。琴・三味線演奏家岡村慎太
郎、岡村愛、琴鶯会会員による演奏会。
入場無料。 琴鶯会☎7183－1669
▼菅

か ん の ひ ろ ふ み

野博文チェロコンサート＆公開ク

リニック　5月6日㈫13時開演。ロコ
コ風の主題による変奏曲、夢のあとに、
白鳥。無料。主催流山市教育委員会。
所・ 流山市文化会館☎7158－3462
▼緑のカーテン講習会　5月7日㈬10
時～。我孫子南近セ9階ホール。先着
100人。無料。講習後、苗の無料配布
1人2本。 我孫子市消費者の会・加
藤☎7105－5292
▼長唄三味線体験教室　5月7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

き ね

屋
や

和
わ

季
き

☎7185－9862、☎090－9132－1392
▼手打そば講習会　5月9日㈮～7月
25日㈮の第2・4㈮9時30分～。我孫
子南近セ調理室（けやきプラザ8階）。
初心者対象。1回2700円（材料費込）　

・ 我妻☎7139－5413
▼ゴールデン シンガーズ「春のコンサー

ト」　5月10日㈯13時30分開演（13時
開場）。印西市文化ホール。昔懐かし
のあの歌この歌をバンド演奏に合わせ
て皆で歌おう。無料。 ・ 平本☎
7187－5967
▼第5回 シルバー「カラオケ発表会」　
5月11日㈰9時30分～。けやきプラザ
2階ふれあいホール。入場無料。皆さ
んのご来場をお待ちしています。 小
菅☎090－1659－7464
▼平成会 5月例会公開名画鑑賞会　
5月14日㈬13時30分～。アビスタ。
銀幕の美女オードリー・ヘップバーン
主演コメディ「おしゃれ泥棒」を鑑賞。
先着40人。100円。 事務局・中村
☎7187－2934
▼福田勝司個展2014in布佐　5月15
日㈭～24日㈯。ギャラリー芙蓉。和
風ステンドグラスとフュージング画の
世界。和風やモノトーンパネル、フュー
ジング絵皿。入場無料。 ギャラリー
芙蓉☎7106－1369
▼「星空たんけん」観望会　5月17日㈯
18時30分～20時。五本松運動広場（曇
天中止）。木星、土星、火星ほかを観
望予定。開催判断は東葛星見隊ホーム
ページ（当日15時以降）。無料。 岸
野☎7184－3078

▼クラシックバレエ無料体験会　5月
18日㈰10時30分～12時。エストレー
ラバレエ布佐スタジオ。3歳～小学生

（男の子も大歓迎）。要予約。駐車場あ
り（10台）。詳しくはホームページを。

・ 荒井☎7189－5885
▼占いクラブ　5月18日㈰12時～15時。
アビスタ第5学習室。講師…松木。25
人。無料。 松木☎090－5311－9662
▼「宇宙の話　巨大ブラックホール」　
5月18日㈰13時30分～近セこもれび
ホール。細谷暁夫東工大名誉教授。同
時開催「原子核の世界・湯川秀樹」政
池明京大名誉教授。800円（菓子付）　

・ 栗田☎090－1650－3660
▼留学生と「ちきゅうTALK」しよう!
5月18日㈰14時～16時。天王台北近
セ。3か国の留学生と日本語で国際理
解推進の話と交流。300円（着物で参
加は半額）。 ・ 明日の我孫子をつ
くる会・海津☎ 7184－9828
▼健康体操無料体験会　5月20日㈫13
時30分～15時。天王台北近セ。頭と
体をリフレッシュ!  肩凝り、腰痛の予
防に!  初心者歓迎（先着3人）　 内藤
☎080－3004－5677
▼健康体操　5月20日㈫14時～15時
15分新木近セ。ストレッチや軽い体操
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イベント
◆根戸エンジョイクラブ体験会
　｢スポーツを楽しもう!!｣
①日・所5月17日・31日㈯9時～12時、
根戸小体育館　内太極拳・ショートテ
ニス・ペタンク・バドミントン、卓球　
持体育館靴、飲み物、タオル　②日・
所5月12日・19日㈪9時30分～11時30
分（雨天中止）、中央学院大サッカー場　
内グラウンドゴルフ　持飲み物、タオ
ル　③日・所5月13日・20日㈫13時30
分～15時（雨天中止）、つくし野多目的
運動広場　内グラウンドゴルフ　持飲
み物、タオル　④日・所5月9日・16
日㈮６時10分～約1時間（雨天中止）、
つくし野多目的運動広場　内ウオーキ
ング　持飲み物、タオル　⑤日・所5
月20日㈫9時～12時、つくし野多目的
運動広場　内スケッチ（用具持参）　※
いずれも無料（申込不要）、⑤以外用
具貸出あり　 本橋☎7182－4187
◆新緑を愛でてティーパーティー
　～五感で楽しむイベント～
日5月10日㈯10時～15時（荒天中止）
所子の神緑地（緑方面からハケの道沿
い旧村川別荘100ｍ手前に階段状の入

口あり）　内楽器演奏、ハーブティー
の喫茶、手作りマーマレードの試食、
パネル展示　費無料　 景観形成市
民会議・太田☎7185－1094
◆新木地区まちづくり協議会
　歌声喫茶inあらき
日5月10日㈯13時30分～15時30分

（申込不要）　所新木近隣センター2階
会議室A・B　費500円（茶、菓子付）　

新木近隣センター☎7188－2010
◆布佐南地区まちづくり協議会
　第1回 映画鑑賞会
日5月11日㈰13時30分～　所布佐南
近隣センター・集会室　内名画鑑賞「千
と千尋の神隠し」　費無料　 布佐南
近隣センター☎7189－3740
◆チャリティーバザール
日5月17日㈯10時～14時（荒天時18
日㈰）　所アビスタ前広場（手賀沼公
園側入口）　内衣類・食器・靴・バック・
日用品など。売上は手賀沼遊歩道の野
良犬・猫を増やさない活動のための資
金とします。　 手賀沼わんニャンク
ラブ・大久保☎7183－1591
◆第24回 県民が集う「看護の日」
日5月17日㈯10時～14時　所道の駅
しょうなん　内血圧・体脂肪・BMI・
肺年齢・骨密度測定、健康・介護相談、
看護進路相談ほか　費無料　 千
葉県看護協会☎043－245－0025
◆県知事杯争奪囲碁大会
日5月18日㈰10時～（9時30分開場）　
所あびこ市民プラザ　費1000円（小・
中学生500円）　※子ども囲碁教室同
時開催（小・中学生対象、無料）　
川村☎090－2648－7519（申込不要）
◆謡曲と仕舞春季発表会
日5月18日㈰10時～　所湖北地区公
民館ホール　内我孫子市謡曲連合会

（宝生流、観世流）による謡曲と仕舞　
費無料　 津田☎7183－6180
◆新木地区まちづくり協議会
　新木ふれあい春まつり
日5月18日㈰10時～14時　内チーバ
くん、うなきちさん出演! フリーマー
ケット、模擬店、バザーなど　所・
新木近隣センター☎7188－2010
◆わかると楽しいクラシック
　チェロとピアノのひととき
日5月24日㈯15時～（14時30分開場）
所アミュゼ柏　内コダーイ「ロンド」、
ベートーベン「ピアノソナタ30番」ほ
か　出演者…佐藤智孝（チェロ）、児
玉さや佳（ピアノ）　費2000円（小学
生1000円）　チケット販売所軽喫茶
ぽぽら、浅野書店、さやの会　 さ
やの会・児玉☎7173－0656
◆我孫子市民俳句大会
日5月28日㈬11時30分～17時　所ア
ビスタホール　内「当季雑詠3句」と

「参加費」を持参し11時30分までに会
場で受付。　賞…市長賞、教育長賞、
俳句連盟会長賞ほか　費1000円　
川路☎090－8569－3916
◆我孫子市三曲協会　定期演奏会
日5月31日㈯12時～17時　所湖北地
区公民館ホール　内我孫子市三曲協
会会員ほか延べ100余人による琴・三
味線・尺八などの演奏　費無料　 小
泉☎7149－1243
◆第37回 湖北ミニコンサート
日6月1日㈰13時～（12時30分開場）　
所湖北地区公民館　内女心の歌、童
謡メドレー、知床旅情、昴、夏は来
ぬ、ビア樽ポルカほか　費無料（全席
自由）　 湖北ミニコンサート実行委
員会・織山☎7187－2276
◆我孫子市民フィルハーモニー管弦楽

団　第33回 定期演奏会
日6月7日㈯・8日㈰14時～（13時30分
開場）　所けやきプラザふれあいホー
ル　内ベートーべン「エグモント」序
曲、モーツァルト「ピアノ協奏曲第24
番」、チャイコフスキー「交響曲第5
番」　出演…冨平恭平（指揮、ピアノ
独奏）　費1000円（全席自由）チケッ
ト販売所軽喫茶ぽぽら、ブックエー
スイトーヨーカドー我孫子店、東京事
務器　 北川☎7139－1353
◆脇田崚多郎の世界
　ジャンルを超えたピアノショー
日6月19日㈭14時～（13時30分開場）
所けやきプラザ　内クラシック、映画
音楽、タンゴ、シャンソンほか　出演
…脇田崚多郎、神田晋一郎　費1000
円（全席自由）　チケット販売所軽喫茶
ぽぽら　 稲葉☎7185－2053

講演・講座・教室
◆初心者のための合気道教室
日5月11日㈰15時～16時　所白山中
学校武道場　対小学生以上　費無料　
持運動しやすい服装　 ・ 電話、稽
古日に直接道場で我孫子合気会・鈴木
☎7185－0695
◆実機を使ってスマートフォン入門講座
日5月17日㈯・18日㈰10時10分～15
時30分※以後毎月実施　内①電源・
充電、電話、LINE　②テレビ、ラジオ、
災害用伝言版の使い方　③写真、ビデ
オを撮る　④文字入力、地図表示・目
的地案内など　定10人　費無料　所・

・ 往復ハガキ、電話、窓口。氏名、
住所、電話を明示し〒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
◆我孫子の「地消」をもっと知ろう!
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