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 この広報紙は再生紙と植物油インキを使用しています。

　雑誌『白樺』は大正期を代表す
る雑誌として、文学評論だけでは
なく、積極的に西洋美術を紹介し
ました。では、雑誌『白樺』第8号
に特集で紹介された芸術家は、次
のうち誰でしょう？
　次の４つの選択肢から正解を選んでください。
①ロダン　②セザンヌ　③ゴッホ　④ルノワール
　正解者の中から抽選で、鳥の博物館・白樺文
学館・杉村楚人冠記念館に入館できる3館共通
券を2枚ペアで5組の方にプレゼントします。ご
応募をお待ちしています。
 ・ 　ハガキ、ファクス、Eメールにクイズ
の答え、住所、氏名、電話番号を明記し、6
月27日㈮必着で、〒270－1192市役所あびこ
の魅力発信室（住所省略可） 7185－0127、
quiz@city.abiko.chiba.jp、☎7185－2493
※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせ
て頂きます｡ 答えは7月16日号に掲載します。

～白樺文学館～  

平日、第2・4土曜日　午前10時～午後5時30分
アビイクオーレ2階（イトーヨーカドー我孫子南口店）

　☎7185－0999相談受付日時

消費生活センターだより

　「昨日、自宅を訪れた新聞勧誘員にしつこく勧誘され、
断り切れずに3か月の購読契約をしたがやめたい。サラ
ダ油、米などの景品をもらっている。」訪問販売で行われ
た新聞の購読契約は、契約書面を受け取ってから8日間
は無条件で契約解除（クーリング・オフ）することが可能
です。通常、その際に受け取った景品は返すことになり
ます。しかし、クーリング・オフ期間が過ぎてしまうと
消費者の都合で一方的に解約ができないのが原則です。
　「長期間の契約をしたものの途中で読み続けられなく
なった。」「1年前に契約していたが配達されるまで忘れ
ていた。解約したい。」「景品が欲しくて契約したがやめ
たい。」といった相談もあります。
　契約をする前に購読できるかを慎重に考え、必要がな
ければきっぱりと断りましょう。また、景品につられて
契約することはやめましょう。

新聞の購読契約はよく考えてから！
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来て ! 見て !

あびこ

〈共通〉
時間　午前9時30分～11時30分、午後0時30分～2時30分　
場所　アビスタ　費用　材料費（上表参照）　
　ハガキ、ファクス、電話（夜間のみ）。住所、氏名、電話番号、年齢（小学生は学校名・学年）
を明記し、6月30日㈪までに各講師へ　 　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1601

　「げんきフェスタ」は、子どもと大人がともに作り上げ
るおまつりです。今年で19回目を迎え、市内の子どもに
関係する多くの市民団体のほか、自治会や学校、福祉団
体、お店などさまざまな方が協力して開催します。ジュ
ニアスタッフクラブの子どもたちが企画し作り上げた遊
びや子どもによるお店屋さんのほか、ゲストを招いてお
まつりを盛り上げます!ぜひ、親子で遊びに来てください。
場所　湖北地区公民館、湖北小体育館
内容　子どもハローワーク、子ども企画のゴーストスクー
ル、子ども商店会、昔遊び、人形劇、影絵、パネルシアター、
川村学園女子大学ブラスバンド、バンド演奏、かっぱ太
鼓・ソーランのコラボ、ダブルダッチ&ダンス、赤ちゃん
人形だっこ体験、絵本の読み聞かせ、オレンジリボン作
り、プチサスケ、模擬店（やきそば、手作り製品の販売ほ
か）など
ゲスト　大道芸（クラウン・さるまわし）
参加費　子どもから大人まで1人100円（3歳以下無料）
※雨天の場合はプログラムに変更あり。公共交通機関で
お越しください。詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.geocities.jp/genkifesuta/
　◎6月20日㈮まで…七

しち の へ

戸☎090－8558－9916、子ど
も支援課・内線832　◎前日・当日のみ…げんきフェス
タ2014実行委員会☎090－9202－5162

6月22日㈰午前10時～午後3時（9時45分～オープニング）

～笑顔はぼくら生きていくためのパワー：
スマイル！スマイル！スマイル！～

楽 げんきフェスタ2014

 

あびこ植物図鑑

　5月の半ばに我
孫子地区を通ると、
道路沿いにコバン
ソウが群生してい
ました。

　コバンソウはヨーロッパ原産の1年草で、
小
しょうすい

穂が小判のように見えることからコバンソ
ウの名がつけられました。
　また小穂は俵のようにも見えることから、別
名をタワラムギ（俵麦）といいます。
　この草は明治時代に観賞用として輸入され、
今では野生化して大群落をつくることもあり
ます。
　小穂は扁平ですが厚みがあり、糸状の柄の先
から数個から10数個垂れ下がります。初めは
緑色ですが、熟すと黄褐色に色づきます。

コバンソウ（小判草） イネ科
文・写真　佐久間　俊行
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【クイズあびこの自然と文化1　答え】
③羽毛　※羽毛は、鳥と恐竜だけが持つ特徴で、保温や飛翔に役立っています。 鳥の博物館☎7185－2212

小学生手工芸体験教室「手づくりパワー」たのしもう！（小学１～6年生対象）
日時 部門・作品 持ち物　 材料費 定員 会場 講師 住所・☎

7
月
5
日
㈯

午
前
粘土工芸…ソフト粘土で
作るお花のかべかけ

ラップ・木工用
ボンド 500円 15人 第3学習室 関眞由美

〒270－1158
船戸2の20の12
☎ 7182－4403

午
後

パンフラワー…ミニおや
さいの温度計 ボンド・はさみ 600円 10人 第2学習室 阿部乃里子

〒270－1153
緑1の11の9
☎ 7182－8556

デコパージュ…テディベ
アのストラップ

水入れ・平筆・
はさみ・エプロ
ン

500円 10人 工芸工作室 小室麻由美
〒270－1142
泉43の25
☎ 7183－4170

6
日
㈰

午
前

手編みサロン（手芸）…
いろいろビーズでかわい
いブレスレット

白いタオル 600円 10人 第2学習室 鈴木迪子
〒270－1165
並木8の2の8
☎ 7182－7669

ポタリーアート…青で描
くコスモスの小皿

色鉛筆・消し
ゴム（作品は
後日お渡し）

600円 10人 第3学習室 神蔵よし子
〒270－1114
新木野3の31の34
☎ 7187－3292

アトリエみち・七宝工芸
…リール付きキーホル
ダー（ひもが伸びます）

なし 650円 10人 工芸工作室 荻野紀子
〒270－1114
新木野3の2の10
☎ 7188－0968

午
後
パッチワークキルト…布
あそび（赤い花） なし 600円 10人 第2学習室 小枝ひろ子

〒270－1108
布佐平和台4の4の17
☎ 7189－0138

手工芸特別講習会（一般対象）
日時 部門・作品 持ち物　 材料費 定員 会場 講師 住所・☎

7
月
５
日
㈯

午
前

手編みサロン…魔法の
１本針で編むサマータイ！
（手づくり糸）

魔法の１本針
１３号 ２８００円 １５人 第２学習室 鈴木迪子

〒２７０－１１６５
並木８の２の８
☎ ７１８２－７６６９

アトリエみち・七宝工芸…
サテライト付きキーホルダー
（手許に灯がともります）

なし １３００円 １０人 工芸工作室 荻野紀子
〒２７０－１１１４
新木野３の２の１０
☎ ７１８８－０９６８

午
後
粘土工芸…ソフト粘土で
作るお花プレート（キッ
チン用ｏｒトイレ用）

ラップ・木工用
ボンド １０００円 １０人 第３学習室 関眞由美

〒２７０－１１５８
船戸２の２０の１２
☎ ７１８２－４４０３

６
日
㈰
午
後
ポタリーアート…ブルー
で描くあじさいのファン
シートレイ

色鉛筆・消し
ゴム（作品は
後日お渡し）

１４００円 １０人 工芸工作室 神蔵よし子
〒２７０－１１１４
新木野３の３１の３４
☎ ７１８７－３２９２

７
日
㈪

午
前

パンフラワー…つぼみバ
ラのコサージュ ボンド・はさみ １０００円 １０人 第２学習室 阿部乃里子

〒２７０－１１５３　
緑１の１１の9
☎ ７１８２－８５５６

デコパージュ…卵のピン
クッション

水入れ・平筆・
木工用ボンド・
針・白糸

１２００円 １０人 第３学習室 小室麻由美
〒２７０－１１４２
泉４３の２５
☎ ７１８３－４１７０

午
後
パッチワークキルト…ハ
ンカチで作る化粧ポーチ 裁縫道具一式 １５００円 １０人 第２学習室 小枝ひろ子

〒２７０－１１０８
布佐平和台４の４の１７
☎ ７１８９－０１３８

第８回 小学生手工芸体験教室・手工芸特別講習会楽
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