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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

▼10才若い体づくりストレッチ体験会
5月23日㈮・30日㈮、6月6日㈮19時
20分～20時20分。湖北台近セ。ゆる
んでしまった体、サビついた体を若々
しい体に戻しましょう。1回500円。
・ 原田☎7143－3452

▼我孫子歴史景観散策会　5月24日㈯
9時～12時。東我孫子エリア・天王
台南エリアの歴史景観散策。30人。
300円（資料・保険代）。 ・ 我孫
子の景観を育てる会・佐々木☎090－
6034－9149
▼12周年 真倫特別カラオケ発表会　
5月24日㈯10時開演（9時30分開場）。

けやきプラザふれあいホール。特別ゲ
スト知里ほかワンマンショー。舞台
装置もお楽しみに。 真倫・田口☎
7182－3155
▼ワンストップ何でも相談会　5月
25日㈰10時～11時50分。アミュゼ
柏。相談分野…地域デビュー、起業・
NPO立ち上げ、契約、遺産相続、成
年後見、高齢者住宅相談。無料。 ・
NPO法人ACOBA☎7181－9700

▼中高年のための肩こり講座　5月27
日㈫13時30分～14時30分。けやきプ
ラザ介護実習室。中高年の肩こり体操・
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
▼らくらく楽しいパソコン講座「名刺

作成」　5月27日㈫13時30分～。我孫
子南近セ。たったこれだけで名刺が作
れるなんて…。先着10人。1000円（資
料込）。 ・ パソコン楽しみ隊・川
口☎7182－1528
▼名戸ヶ谷あびこ病院公開講座「糖尿
病と合併症」　5月29日㈭14時～15時
（13時30分～受付）。7階大会議室。講
師…副院長山川晴重。50人（要予約）。
無料。所・ ・ 名戸ヶ谷あびこ病院
☎7157－2233
▼流通経済大学付属柏高校 第14回定
期演奏会　5月31日㈯13時30分開演。
流山市文化会館。クラシックからJ－
POPまで! 幅広いジャンルの音楽をお
届けします。無料。 流経大柏高校
☎7131－5612
▼我孫子の文化を守る会 放談くらぶ
6月1日㈰14時～16時。あびこ市民プ
ラザ会議室1。「我孫子の恵愛教師杉山
英について」講師…大井正義。先着35
人。300円（会員無料）。 ・ 佐々木
☎7185－0675
▼初夏の昆虫観察会　6月8日㈰東我
孫子駅東口9時30分集合→岡発戸谷

津。講師…青木直芳専門委員。10人（要
予約）。無料。 ・ 岡発戸・都部の
谷津を愛する会・青木☎7182－6733
▼親子体験デーキャンプ　6月8日㈰
10時～15時（雨天中止）。五本松ふれ
あいキャンプ場。ボーイスカウト我
孫子第2団がいろいろな遊びと野外料
理を手解きします。先着20人（市内在
住）。300円。 松井☎7169－7356
▼いろはカラオケ会発表会　6月14日
㈯10時開演（9時30分開場）。けやき
プラザふれあいホール。通信カラオケ
による発表会。 白石☎7184－2510
（㈯・㈰除く）

会員・仲間募集

▼フラダンスでボケ防止　毎月第2・
3・4㈪湖北台近セ、㈫新木行政サー
ビスセンター、㈭湖北台市セ。13時
30分～15時30分。初心者歓迎。月3
回2300円。 内田☎7149－3748
▼シニアテニス会員　毎週㈫13時～
16時。市民体育館。創立11年。美容
と健康のためにトライしませんか。初・

イベント
◆ウオーキングフェスティバル
　in 流山おおたかの森
日5月24日㈯（荒天中止）9時～9時30
分流山おおたかの森駅（駅前広場）〈受
付後随時出発→12時までに流山おお
たかの森駅（駅前広場）へゴール〉　内
大堀川散策◎ロングコース…約9.6㎞、
ショートコース約5㎞　申込方法当日
受付　費無料　 教育委員会文化・ス
ポーツ課☎7185－1604
◆第25回 我孫子さつき花季展示会
日5月24日㈯～25日㈰9時～17時（25
日は16時まで）　所アビスタ　内①展
示（常設）②親子で「土と遊ぶ」さつき
植え替え教室（小学生～高校生の親子、
当日先着10組）…10時～11時③花後
の剪

せん

定などの実演…11時～12時、14
時～15時④ビデオ放映、さつき何で
も相談室　 我孫子さつき会・橘☎
7149－1343
◆ヴィヴァ・マンドリーノ
　第16回 定期演奏会
日5月25日㈰14時開演（13時30分開
場）　所けやきプラザ・ふれあいホー
ル　曲目ロザムンデ間奏曲第3番、降
誕祭の夜、島唄、少年時代、城ケ島の
雨　チケット販売所①軽喫茶ぽぽら
（けやきプラザ内）②ブックエース我

孫子店　費800円（全席自由）　 阿部
☎090－6045－2844
◆楽我孫子のいろいろ八景へ
　ネイチャーイン
我孫子のいろいろ八景の「まちなみ」・
「坂道」・「公園」・「ハケの道」・「斜面林・
田園」のうち、西側地区を散策します。
日5月31日㈯（雨天中止）　集合我孫子
駅南口9時（12時ごろ解散）　定30人　
持歩きやすい服装、履き慣れた靴、飲
み物、帽子、筆記用具、雨具（あれば
双眼鏡）　 ・ 手賀沼課・内線468 
◆こもれびまちづくり協議会
　こもれびフェスタ2014
日6月1日㈰9時30分～18時30分　内
「恋するフォーチュンクッキー」を踊
ろう・子どもカルチャー教室・あそび
いろいろ（無料）、そば「こもれび庵」・
お抹茶処・もちつき・縁日（有料）、
ロビーコンサート（女声アンサンブル
「ディヴァレンジャー」17時～18時30
分）　所・ 近隣センターこもれび☎
7165－2011
◆第37回 安心安全なまちづくり
　千葉土建の住宅デー
日6月1日・8日㈰10時～15時（雨天実
施）所1日…手賀沼公園、8日…天王台
西公園・湖北台6号公園・気象台記念
公園　内住まい、耐震の相談、子ども
の工作教室ほか　 千葉土建一般労働
組合我孫子支部☎7185－9314
◆家庭倫理講演会
日6月1日㈰14時30分～16時10分　所
アミュゼ柏クリスタルホール　内テーマ
「家庭の力」　講師…藤崎正剛さん　
定先着300人（要申込）　費1000円　
・ 望月☎ 7182－8245

◆千葉県立我孫子特別支援学校
　「学校見学会」
日6月2日㈪・3日㈫9時15分～11時
50分　内学校概要説明、授業参観、
施設見学　所・ 千葉県立我孫子特別

支援学校・飯
いい ぐ に

國☎7187－0831
◆小学・中学・高校・大学・一般市民
　柔道大会
日6月21日㈯10時～　所市民体育館
対市内在住、在学、在勤の方　費1人
500円（小・中学300円）　 ・ ハガ
キ。大会名、住所、氏

ふ り が な

名、生年月日、
学年、段位、電話番号を明記し、6月
2日㈪必着で〒270－1122中里31の1 
藤根勉☎7188－3047
◆楽ちゃれらん　一番はだーれだ!?
日6月7日㈯10時～11時　内小学校低
学年を中心に、1分間1円玉立て、じゃ
んけん連勝・キャップのせチャレン
ジ、1分間けん玉など　対・定小学生
（保護者同伴であれば幼児も可）、先
着20人（当日第2学習室へ）　費無料　
所・ 湖北地区公民館（中里81の3）☎
7188－4433

講演・講座・教室
◆こもれびまち協･天王台地区社協　
　平成26年 第2回シニアいきいき講座
日5月25日㈰13時30分～16時15分　
内講座「認知症の予防を学ぶ」、健康
体操とヘルスリズムス、講師･･･山口
江美さん（NPO鼓響理事長）　定先着
50人　費無料　所・ ・ 住所･氏名
･電話番号を明示し、5月23日㈮まで
に電話･ファクス・窓口へ。近隣セン
ターこもれび☎7165－2011（10時～
17時） 7165－2201
◆平成26年度 危険物取扱者保安講習
日7月4日㈮午前…給油取扱所、午後
…給油取扱所以外　所けやきプラザふ
れあいホール　対危険物取扱作業従事
者（3年に1回受講）※新たに取扱作業
に従事する方は、従事した日から1年
以内、過去2年以内に免状の交付また
は講習を受けている方　定500人　費
千葉県収入証紙4700円分　申込方法
消防本部に持参。受講申請書（各消防

署・分署に用意）に必要事項を明記。
申込期間5月26日㈪～30日㈮　 消防
本部予防課☎7181－7702
◆こもれびまちづくり協議会
　そば打ち教室
日6月8日・22日、7月13日いずれ
も㈰9時30分～13時30分（全3回）　
対・定全日程参加できる中高年の方、
10人（応募者多数時は抽選）　費1回
1600円　持頭巾、エプロン、タオル、
持ち帰り容器（クッキー缶のようなも
の）　所・ ・ 往復ハガキに教室名、
住所、氏

ふ り が な

名、電話番号を明記し、5月
30日㈮必着で〒270－1144東我孫子
1の41の33 近隣センターこもれび☎
7165－2011（10時～17時）
◆楽食べるアート 太巻きずし講座
日6月8日・15日・29日、7月20日（い
ずれも㈰）13時～15時30分　内千葉
の郷土料理を代表するさまざまな太巻
きずしアートを作る　対市内在住・在
学・在勤の方、16人（応募者多数の場
合は抽選）　費3500円（全4回・材料
費）　持エプロン、三角巾、ふきん2
枚、まきす（小・大）、持ち帰り用容器、
筆記用具　締切日5月30日㈮必着　申
込方法往復ハガキ。氏名・住所・電話
番号・年齢を記入の上投函

かん

または湖北
地区公民館窓口に返信用のハガキを持
参。所・ 湖北地区公民館（中里81の3）
☎7188－4433

募集
◆「子育て支援」起業講座受講生
日6月28日～8月9日の土曜日（7月26
日を除く）9時50分～16時　所けやき
プラザ7階　対託児所の運営やベビー
シッター業、子育てママの支援を目指
している方、または関心があり知識を
習得したい方（資格・経験不要）　定
25人※人数が14人以下の場合は開催
しません　費2万4000円（12回分）※
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