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市民伝言板は、
次の通り省略しています
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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

情報ひろば・市民伝言板

〈市民伝言板のお申込み方法〉　このコーナーに掲載を希望する方は、広報掲載依頼書（市役所秘書広報課広報室・各行政サービスセンターに用意、市ホームページ
からダウンロードも可）に必要事項を記入し、掲載希望号の1か月前の前日までに広報室へ提出してください。掲載する内容はイベント名・日時・場所・内容・費用・
問い合わせ先などです。 秘書広報課広報室 ☎7185－1269 7185－0127　

講演・催し

▼認知症になる前のかけこみ塾　7月
5日㈯15時10分～18時、8月23日㈯・
30日㈯12時10分～15時。アビスタ第
2学習室。講師…松木。25人。無料。
松木☎090－5311－9662

▼斉藤恵子カラオケ発表会　7月6日
㈰10時30分～（10時開場）。湖北地区
公民館。ゲスト…秋吉真美・祐子と弥
生の歌謡ショー。無料。 斉藤☎090
－4524－4932
▼音紡ぎ琴プチチャリティライブ　7月
6日㈰14時～。我孫子南近セ。ふる
さとなどお馴染みの曲をお琴で演奏。
利益は被災地へ寄付。500円（中学生
以下無料）。 新田☎090－1381－
3836
▼憲法学習会「未来の世代に残したい

平和な日本」7月8日㈫10時～11時45
分。我孫子北近セ並木本館。第2・3
会議室。講師…大江京子弁護士。先着
60人。無料。 新日本婦人の会我孫
子支部・横山☎7188－3654
▼名戸ヶ谷あびこ病院公開講座「熱中
症－予防と対応－」　7月11日㈮14時
～15時（受付13時30分～）。7階大会
議室。講師…飯田哲弘医師。50人（要
予約）。無料。所・ ・ 名戸ヶ谷あ
びこ病院☎7157－2233
▼占いクラブ　7月12日㈯12時10分
～15時、アビスタ第5学習室。8月24
日㈰12時10分～15時、アビスタ第3
学習室。講師…松木。10人。無料。
松木☎090－5311－9662

▼楽しく英語で遊ぼう!  ABIC英語
サークル体験　小学生…7月15日㈫
16時15分～、幼児…7月16日㈬15時
40分～・17日㈭16時30分～。みどり

歯科（若松）スペースF。資料代100円。
・ ABIC☎090－5820－3002
▼原水爆禁止我孫子平和行進　7月18
日㈮9時～東我孫子駅前出発（小雨実
施）。行進…東我孫子駅～手賀沼公園。
どなたでも参加できます。無料。 加
藤☎7189－1781
▼音夢の会発表会　7月21日㈷12時
30分～。あびこ市民プラザホール。
市内在住の坂田梁山・美子氏の門下生
達による尺八・琵琶の発表会。無料。
久保田☎090－1618－8951

▼平和を求める心を歌声にこめて! 我
孫子市九条の会 第6回「うたごえ喫茶」
7月26日㈯11時30分～14時。喫茶ポワ
ロー（湖北駅南口）。先着40人。1500
円（昼食代含む）。 ・ 九条の会うた
ごえ実行委・中川☎7182－1615
▼湖北台東部地区合同盆踊り大会　
7月26日㈯・27日㈰18時～（小雨実
施）。湖北台3号公園（湖北駅南口徒歩
5分）※車来場不可。 事務局☎070
－5020－3367

会員・仲間募集

▼民謡サークル「樹の会」　毎週㈰9時
～12時。湖北台近セ。日本の民謡を

北から南まで踊ります。汗を流し心を
一つにして楽しい時間を過ごしません
か。 藤間☎7187－2913、☎7188
－5834
▼朗読「森の会」　毎月2回第1・第3
㈬9時30分～11時30分。我孫子南近
セ。童話・エッセー、小説などいろい
ろな作品を読んでいます。講師…俳優
森本克己。月4000円。 坂口☎7182
－4304
▼バドミントン体験してみませんか!
毎週㈭10時～12時。市民体育館。初
心者・経験者歓迎。楽しい仲間と汗を
流しましょう。1回500円。見学可。
ひまわり・小林☎7185－4227

▼川柳会・双葉　毎月第3㈯9時～12
時。けやきプラザ。吟行会年1回。川
柳で心と脳をリフレッシュしよう。
講師は東葛川柳会代表江畑哲男。入
2000円、月500円。 折原☎7184－
5385
▼英会話サークル「Afternoon Tea 
ESS」　毎月第1・第3㈯13時30分～。
アビスタ学習室ほか。日常生活から海
外旅行などをテーマに英会話を楽しん
でいます。年1000円。 川路☎090
－8569－3916

イベント
◆恵の会あびこ・かしわ7月うたごえ
　ピアノ伴奏で楽しく抒情歌をうたう
日7月27日㈰13時開演（12時開場）　
所アミュゼ柏・クリスタルホール（全
席自由）　内懐かしい歌を一緒に、ま
たは独唱で歌う。飛び入り歓迎。曲目
…荒城の月、椰子の実、月の砂漠ほ
か35曲。出演者…北原恵子（ピアノ伴
奏）、佐藤賢一・松井純子・美崎大洋
（司会）、小平洋一（体操）　費999円（初
回の方は別途歌集代）　申込方法電話
（当日券あり）。※7月1日㈫あびこ市
民プラザ、9日㈬アミュゼ柏のうたご
え会場でも受付。 恵の会・北原☎
7135－0852
◆ふれあいホール
　第9回 サマーコンサート
日7月27日㈰14時開演（13時30分開
場）　所けやきプラザ　内Jazz Vocal 
Group〝BREEZE″　定550人　費無
料※入場整理券が必要　整理券配布方
法7月1日㈫からAかBの方法で配布。
定員になり次第締め切り。A…けやき
プラザ1階ふれあいホール事務所で配
布。B…往復ハガキ。往信裏面に郵便

番号、住所、氏名、性別、年代、電
話番号を明記。ハガキ1枚につき1人。
※返信表面には申込者の郵便番号、住
所、氏名を明記　締切日7月18日㈮必
着　 ・ 〒270－1151本町3の1の
2 ふれあいホール☎7165－2883
◆サマーフェスタ in 下総・
　オープンスクール
日7月19日㈯9時～16時　内サマー
フェスタ…スポーツ大会（野球、サッ
カー、剣道）、航空機展示、花電車、
消防車試乗、管制塔見学、紙飛行機教
室、ミニP‒3C展示など。オープンス
クール…おもしろ体験教室、消防車放
水体験教室、施設車両展示、警備体験
教室、応急手当体験教室、結

け っ さ く

索体験
教室など　※ペットの持込不可（補助
犬の同伴は可）　所・ 海上自衛隊下
総航空基地（柏市藤ヶ谷1614の1）☎
7191－2321
◆第37回 懐メロの集い
日7月19日㈯10時30分開演（10時開
場）　所湖北地区公民館　内昭和49年
までの流行歌を歌い、踊り・朗読・ク
イズを交えて楽しむ。出演者…市内
の懐メロ愛好者50人　費無料（全席自
由）　 懐メロの集い実行委員会・阿
部☎090－8081－7827
◆みんな集まれ！「親子交流サロン」
日7月20日㈰10時～14時 (予約不要)
所アビスタ・ホール　内おもちゃ図書
館とタイアップで開催。おもちゃを使っ
た遊びを楽しむコーナー・情報交換や
おしゃべりするサロンコーナー・看護
師や理学療法士による相談コーナー・
ファミリーサポート紹介コーナーがあ
ります。おもちゃの病院も開設しま
すので、壊れたおもちゃを持って来て
ください　対0歳～小学校低学年　

ファミリーサポートセンター☎7186－
4161（日曜を除く10時～18時）
◆天王台北地区まちづくり協議会
　子どもサマーフェスティバル
日7月26日㈯10時30分～15時　内
ジャグリングショー、宇宙服試着体験、
スタンプラリー、カレー（無料）、模擬
店、ゲーム、工作ほか　所・ 天王
台北近隣センター☎7182－9988
◆千葉県手賀沼親水広場イベント
◎夏休み親子船上学習会　日・内①7
月26日㈯船上学習会・紙すき体験 ②
8月3日㈰船上学習会・葉っぱスタン
プのエコバッグ作成、10時～15時（小
雨実施）　対・定小・中学生とその保
護者（子どもだけの参加不可）、先着
35人　費無料　持昼食　◎手賀沼水
辺探検隊　日・内①7月27日㈰手賀
沼のプランクトン観察 ②8月17日㈰
手賀沼の魚類観察、13時～15時30分
（荒天中止）　対・定小・中学生（小学
3年生以下は保護者同伴）、先着30人　
費無料　〈共通〉所手賀沼親水広場水
の館3階研修室　 ・ 申込方法など
詳しくはホームページ（http://www.
ckz.jp/shinsui/）、千葉県手賀沼親水
広場☎7184－0555
◆第12回 児玉洋介テノールリサイタル
日7月31日㈭19時開演（18時15分開
場）　所けやきプラザ・ふれあいホー
ル　内シューマン「詩人の恋」、クラ
イスラー「愛の喜び」、ショパン「ノ
クターン嬰ハ短調」、日本歌曲　費一
般…前売2700円、当日2900円、学生
…前売1700円、当日1900円。出演者
…児玉洋介、長町順史（ピアノ）、佐
藤まどか（バイオリン）　入場券販売所
①ふでや化粧品店　②軽喫茶ぽぽら 
③伊藤楽器（松戸）　 児玉☎7182－

1623
◆あびこ舞台 第52回公演
　「源氏物語」超訳現代版
日8月24日㈰14時～16時30分（13時
30分開場）　所湖北地区公民館　内光
源氏がジャズのリズムに乗って背広姿
で登場する超訳現代版（千葉県で唯一
今年度アマチュア劇団上演助成金授
与）　対・定小学生以上、先着250人
（入場券は送付します）　費無料（全席
自由）　 ・ ハガキに住所・氏名・
電話番号・入場券希望枚数を明記し、
〒270－1132湖北台10の2の25 あび
こ舞台・飯牟礼☎7188－1160

講演・講座・教室
◆普通救命講習Ⅰ
日7月12日㈯9時～12時　所消防本部
2階大会議室　内成人に対する心肺蘇
生法とAED（自動対外式除細動器）の
使い方などについて学ぶ（講習終了後
に救命技能適正と認められた方には修
了証を交付します）　対・定市内在住・
在勤・在学の方、先着30人　費無料　
・ 窓口または電話で消防本部警防
課☎7181－7701（平日9時～17時）
◆我孫子南まちづくり協議会
　初めての夏休み読書感想文は大丈夫？
日7月26日㈯10時～11時30分　所我
孫子南近隣センター第1会議室（けや
きプラザ8階）　内図書の紹介と絵本
の読み聞かせ・紙芝居など。講師…
ぐりとぐらのへや（読み聞かせグルー
プ）　対小学1年生と保護者　費無
料　定先着10組（要申込）　持筆記用
具、メモ　 ・ 7月1日㈫9時～受付。
我孫子南近隣センター☎7181－1011
◆安全な自転車の乗り方講演会
　～赤十字奉仕団一日赤十字～

http://www.ckz.jp/shinsui/
http://www.ckz.jp/shinsui/
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