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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

講演・催し

▼健康体操無料講習会　6月2日・9日
㈪近セこもれび、6月5日・12日㈭近
セふさの風。13時～14時30分。誰で
もできる運動。靴、タオル、飲み物持参。
直接現地へ。 滝山☎7187−3372
▼気功メソッドによる健康維持と改善
の体験会　6月2日アビスタホール、
16日ミニホール。㈪19時～20時。各
500円。 焦鉄軍気功の会・服部☎
090−5767−3924
▼ヨガ＆キッズ英会話　6月4日・11
日㈬13時～。アビスタ和室2。お母さ
んはヨガ、お子さんは英国人と英語
遊び。先着5組。体験1回500円（託児

1人500円）。 ロンドントーク☎050
−3709−5874
▼看護職合同就職説明会及び技術研
修　6月5日㈭10時30分～15時（申込
不要）。アミュゼ柏。東葛地区医療施
設等の紹介・看護技術の研修。無料。

千葉県看護協会東葛地区部会・
小谷☎7134−2000
▼ヨーガ＆ストレッチ無料体験　6月6
日・13日㈮10時～11時20分。天王台
北近セ。血液の流れ、肩こり、ストレ
ス、たまった老廃物を流そう!　 井
上☎070−6470−6101
▼気楽に参加、あびこ市歩こう会　6
月8日㈰（雨天中止）。我孫子駅8時15
分乗車、春日部駅下車。春日部宿場め
ぐり。10㎞ウオーキング。昼食持参。

300円。 米川☎090−2458−6686
▼気功・身心健康セミナー　6月8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（6月
6日㈮まで要予約）。300円（資料代）。

・ 山中☎7183−6459
▼認知症になる前のかけこみ塾　6月
9日㈪12時～15時。アビスタ第2学
習室。15人。無料。 松木☎090−
5311−9662
▼平成会6月例会公開講演会　6月11
日㈬13時30分～。アビスタ。「日本の
鰻（ニホンウナギ）のふるさとはどこ
か？」永き謎をお解きします。講師…
早瀬俊一郎（会員）。先着20人。無料。

中村☎7187−2934
▼赤ちゃんと一緒にベビーダンス　6月
12日㈭10時30分～。あびこ市民プラ
ザ和室。首のすわった生後3か月～1
歳前後の赤ちゃんと保護者。1000円。

波田野☎080−1028−1382
▼プリザーブドフラワー　6月12日㈭・
18日㈬・19日㈭・24日㈫・28日㈯の
中から月1回。13時30分～16時。け

やきプラザ。4000円（材料費込）。は
さみ、紙袋持参。初心者・体験歓迎。

関口☎080−1045−1906
▼手賀沼ウオーキング教室　6月14日
㈯、7月12日㈯9時30分～13時15分。
アビスタ横東屋受付。5㎞。300円（資
料、保険代）。 千葉県W協会・須藤
☎7184−6204
▼講演会「手賀沼周辺の古墳時代」　6
月14日㈯15時～16時（予約不要）。ア
ビイホール（イトーヨーカドー我孫子
南口店3階）。講師…辻史郎さん。無
料。 我孫子稲

と う も ん か い

門会・本橋☎7182−
4187
▼世界国別何でも語る会イタリア編　
6月15日㈰13時～16時けやきプラザ
10階会議室。イタリアを旅して食べ
て思った事など。200円（資料代）。
世界国別何でも語る会・上原☎7184
−5322
▼教育懇談会　6月17日㈫9時30分
～。天王台北近セ。子どもを取り巻く
環境の変化（教科書内容・学テ・情報
等）と影響について懇談します。 子
どもを平和の中で育てようあびこ市民

イベント
◆湖北台福祉バザー
日6月7日㈯11時～14時（雨天実施）　
所湖北台近隣センター　内地域の福祉
推進を目的としたバザー。模擬店（軽
食・有料）など　費無料　 湖北台地
区社会福祉協議会☎7188−1410
◆第25回 我孫子市オープン・レデ
　ィーストリプルダブルス卓球大会
日7月1日㈫9時受付　所市民体育館　
種目A・B・Cランク別の3ダブルス団
体戦（1チーム6人）　対30歳以上の女
性　費1チーム4000円　 ・ ハガ
キに大会名、ランク、団体名、全員の
住所、氏名、電話番号を明記し6月13
日㈮必着で〒270−1132湖北台5の1
の7 杉原恵美子☎7187−2552
◆市民ゴルフ大会（兼県民大会選考会）
日7月7日㈪　所我孫子ゴルフ倶楽部
競技方法18ホール（新ぺリア方式）　
対・定市内在住の方、120人（応募者
多数の場合は抽選）　費3000円※プ
レー費1万8000円（食事代別）　 ・
往復ハガキ（1人1枚）に大会名、郵便
番号、住所、氏名、性別、電話番号、
ハンディキャップを明記し6月9日㈪
必着で〒270−1163久寺家357 鈴木
正己☎090−8891−1281
◆市民ソフトボール大会

日6月22日㈰8時受付（予備日7月20日
㈰）　所利根川ゆうゆう公園野球場　
種目男子の部（12チーム）、女子の部（4
チーム）　費1チーム5000円※6月14
日㈯18時から市民体育館で代表者会
議を開催　 ・ ハガキに大会名、チー
ム名、種目、代表者の住所、氏名を明
記し6月13日㈮必着で〒270−1121中
峠3066の24古内新一☎7187−0750
◆第41回 舞きららの会発表会
日6月15日㈰11時開演（10時30分開
場）　所けやきプラザふれあいホール
内南部蝉しぐれ、吾亦紅、恋やまびこ
ほか。出演…舞きららの会　費無料

（全席自由）　 渡辺☎7182−1978
◆新木地区まちづくり協議会
　「音楽のおと2014」
日6月15日㈰13時30分～15時　内映
画「アナと雪の女王」より「Let it go」、
花は咲く、ペットボトル合奏（体験コー
ナー）、小太鼓ソロ。出演…伊勢友一（打
楽器）＆淑子（ピアノ）　所・ 新木近
隣センター☎7188−2010
◆湖北台地区まちづくり協議会
　お楽しみ映画会
日6月19日㈭13時30分～（13時開場）
内上映作品「武士の家計簿」　定先着
100人　費無料　所・ 湖北台近隣セ
ンター☎7187−1122
◆わかると楽しいクラシック
　バレエとピアノのひととき
日6月22日㈰15時開演（14時30分開
場）　所アミュゼ柏　内ドビュッシー

「雨の庭」ほか、バレリーナの解説付き。
出演…井野口恵（バレエ）、児玉さや
佳（ピアノ）　費一般2000円、小学生
1000円（全席自由）　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
◆コンサート　島筒英夫歌曲集
　「蜂と神さま」出版を祝って
日6月29日㈰13時30分開演（13時開

場）　所あびこ市民プラザホール　内
金子みすゞの詩による歌「蜂と神さ
ま・大漁・私と小鳥と鈴と」、ショパ
ン・ピアノ曲「アンダンテスピアナー
トと華麗なる大ポロネーズ」ほか。出
演…島筒英夫（ピアノ）、浦富美（歌）、
長堀美佳（フルート）、女声アンサンブ
ル・うらら（合唱）　費1000円（全席
自由）　チケット販売・ あびこファ
ミリーコンサート・浦☎7184−4572
◆旅するテント劇団どくんご
　全国ツアー手賀沼公演SF「OUF!」
日7月5日㈯・6日㈰18時45分開演（18
時15分開場）※雨天実施　所手賀沼公
園芝生広場特設テント　内全国40カ
所を旅する「劇団どくんご」の千葉県
初公演　費前売り・予約2500円、当
日2800円、中学・高校生1300円、小
学生500円（全席自由）　チケット販売
根本、BAR619（柏市）　 根本☎090
−9149−6018
◆アルゼンチンタンゴ・フェスティバル
日7月6日㈰14時30分開演（14時開
場）　所けやきプラザふれあいホール
内ラ・クンパルシータ、ピアソラタン
ゴほか。出演…前田はるみ（歌手）、
エル・ビエント楽団（演奏）、オードリー
＆カルロス（ダンス）ほか　費3000円

（全席自由）　チケット販売所軽喫茶ぽ
ぽら、ミリオン楽器、東京事務器　
我孫子アルゼンチンタンゴ協会・塚越
☎090−4755−4954

講演・講座・教室
◆エコドライブ講習会
日6月16日㈪13時～17時　所千葉県
自動車練習所（千葉市若葉区坂月町
308）　内実技と講義で身につけるエ
コトレーニング　 6月6日㈮までに
JAF東京支部☎03−6833−9130　

千葉県大気保全課☎043−223−
3810

◆ふさの風まちづくり協議会
　「そば打ち教室」
日6月8日㈰9時30分～（9時受付）　定
先着16人　費1200円　持エプロン、
三角巾、タオル　所・ ・ 6月6日
㈮までに電話で近隣センターふさの風
☎7181−6211
◆IT講座「エクセルで情報管理・
　セキュリティの問題」
日6月10日㈫13時20分～16時30分　
内情報を管理する方法、住所録管理　
定先着16人　費700円（テキスト代込
み）※パソコン貸出あり（貸出料300円
・5台）　所・ ・ 我孫子南近隣セン
ター☎7181−1011
◆料理男子が教える常備菜と旬の野菜
を使った料理教室
日6月18日㈬10時～13時　所湖北地
区公民館　内弁当のおかずやおつまみ
にもなる常備菜と旬の野菜を使った料
理。講師…農政課職員　定先着20人　
費500円　持エプロン、ふきん、三角
巾、筆記用具、保存容器　 ・ 電話
であびこ型「地産地消」推進協議会事
務局☎7128−7770（㈪・㈫・㈭9時
～17時）
◆市史研　第13回 古文書解読講座
日6月20日、7月4日・11日・18日㈮
9時30分～11時30分（全4回）　所け
やきプラザ7階研修室　定50人（要申
込）　費2000円（全回分）※会員1000
円　教材旧家文書　 往復ハガキの往
信裏面に氏名、郵便番号、住所、電話
番号を記入し〒270−1132湖北台5の
15の17 岡本方市史研事務局あてに郵
送、またはEメール gasonsi@jcom.
home.ne.jp　 品田☎7182−1861

募集
◆学校給食コーディネーター
勤務日6月下旬から週4～5日7時～12
時の間の4時間　所あびこ農産物直売
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