
7 No.1361   平成 26（2014）年 7月16日号広報 あびこ 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　

情報
　ひろば
情報
　ひろば
情報
ひ

情報情報情報情報
ひひひひ

「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

▼日本の再生を語る会「日本の医療問
題と課題を考える」　7月20日㈰13時
～16時。けやきプラザ10階会議室。
資料代200円。 上原☎7184－5322
▼素粒子で探る宇宙の謎　7月20日㈰
13時30分～天王台北近セ。政池明京
大名誉教授。「戦後長崎・復興とアトム」
800円。 ・ 栗田☎090－1650－
3660
▼広島の平和の火を掲げ一緒に走りま
せんか？反核平和の火リレーマラソン
ランナー募集  7月24日㈭8時我孫子

駅南口出発、10時45分我孫子駅到着
予定。無料（軽食付）。 実行委員会
☎7188－0007
▼第21回 柏水彩会展　7月25日㈮～
8月1日㈮9時～18時（初日12時～、最
終日16時まで。㈪休館）。さわやかち
ば県民プラザギャラリー。 馬場☎
047－345－2533
▼久遠苑納涼大会　7月26日㈯18時
～20時。久遠苑苑庭。かき氷や綿あ
めなど模擬店やアトラクション、打ち
上げ花火も予定。 久遠苑☎7187－
3141
▼コーチング勉強会　7月27日㈰13
時～16時。アビスタ。コーチングコ

ミュニケーションの基本を分かりやす
く楽しく学ぶ会。先着10人。500円
（資料代）。 ・ コーチングあびこ☎
080－1008－4375
▼パソコン講座・デジカメ写真の編集
加工－くっきり、はっきり迫力ある写真
に加工編集・フリーソフトGIMPを使
う－　7月31日㈭13時30分～我孫子南
近セ8階。先着10人。1000円。 パ
ソコン楽しみ隊・関谷☎7183－0047
▼我孫子の文化を守る会放談くらぶ　
8月9日㈯14時～16時。あびこ市民プ
ラザ。「インドを旅して〈インドの宗
教・世界遺産・インドの農業〉」講師…
日比野理。先着35人（要申込）。300円
（会員無料）。 佐々木☎7185－0675

会員・仲間募集

▼パソコン楽しみ隊会員　パソコンが
好きな方ご参加ください! レベルアッ
プ活動、市民公益活動と幅広く活動し
ています。説明会7月29日㈫13時～

16時。けやきプラザ10階。年1200円。
・ 関谷☎7183－0047
▼根戸少年剣友会　毎週㈰9時～11
時。根戸小体育館。耐震工事期間は中
央学院大。子どもから大人まで、見
学・体験大歓迎! 防具、稽古着の貸し
出しあり。月1000円。 大島☎7186
－3460
▼詩吟教室新会員　◯つくし野教室…
毎週㈰9時～12時。根戸福祉センター
交流室。◯天王台教室…毎週㈪13時
～16時。天王台北近セ。月1000円。
初心者大歓迎。 ・ 我孫子岳風吟
詠会・白川☎7184－9138
▼社交ダンスサークル・アネモネ　毎
週㈪13時～16時。布佐南近セ。A級
先生の指導で楽しく踊りましょう。月
4500円。 池羽☎7189－0870
▼社交ダンス女性会員　毎週㈫㈭13
時～16時30分。新木近セ、近セふさ
の風。多少経験のある方大歓迎。見学
歓迎。 チェリー社交ダンス同好会・
石毛☎090－6944－9443

イベント
◆ゴジラ映画ポスター展
　懐かしの映画ポスター展 第８弾
日7月21日㈷～8月4日㈪9時～18時
（初日13時～、最終日17時まで）　所
アビシルベ　内今年誕生60周年を迎
えるゴジラ映画など30作品を展示。
来場者に協賛店のサービス券贈呈　費
無料　主催懐かしの映画ポスター友
の会　 アビシルベ☎7100－0014
◆第18回 フルートコンサート 祝日の
　午後を楽しいフルートアンサンブルで
日7月21日㈷14時開演（13時30分開場）
所アビイクオーレ（イトーヨーカドー我
孫子南口店）・3階アビイホール　出演
播博ほか　費無料（全席自由）　 ア
ビイクオーレ・青木☎7182－1351
◆歌声とアロマ～地域の世代間交流～
日7月23日㈬、8月26日㈫10時～12時
所けやきプラザ7階研修室　内童謡や
演歌などを一緒に歌い交流を図る。ア
ロマ・ハンド・トリートメントあり　
定先着40人　費800円　 NPO法人
ホスピスケアを広める会☎ 7163－
0634 hoscare@jcom.home.ne.jp
◆東葛テクノプラザ夏休み科学教室2014
日8月7日㈭・8日㈮　内瞬間を見よう
（10時～12時）、科学で遊ぼう!（13時
～14時）、電磁波って見える? 聞こえ
る? （14時～16時）　対・定小学5・6
年生と保護者、各日25組　費100円

（保険料）　所・ ・ ハガキに希望日、
住所、保護者と児童の氏

ふ り が な

名、電話番
号、学校名、学年、性別を明記し7月
24日㈭必着。〒277－0882柏市柏の
葉5の4の6東葛テクノプラザ☎7133
－0139
◆第17回 我孫子チャレンジショップ
日7月25日㈮・26日㈯10時～18時　
所アビイクオーレ（イトーヨーカドー
我孫子南口店）1階エントランス　内
手作りバッグ・雑貨・アクセサリー・
婦人衣料、アロマ、ストール、アート
フラワー、足の相談・靴販売、健康相
談など　 チャレンジショップ運営委
員会☎070－5367－6523
◆第32回 バドミントン夏季大会
日8月10日㈰9時受付　所市民体育館
種目混合ダブルス。1・2部オープン、
3部は連盟会員および市内在住・在勤・
在学で1・2部以外の方　費一般1組
3000円（連盟登録者2000円）、小学生
～高校生1組1600円（同1400円）　 ・
申込用紙、ハガキ。大会名、住所、

氏
ふ り が な

名、性別、電話番号、所属クラブ名
（市外の方は市区町村名、学生は学校
名）、参加種目を明記し、7月31日㈭
必着で、〒270－1175青山台4の9の
15 岡信幸☎7184－8108（18時～）
◆久寺家地区まちづくり協議会
　みんなの夏まつり
日8月3日㈰14時～19時（雨天実施）　
所久寺家近隣センター　内こども広
場、流しそうめん、スイカ割り、こど
もみこし、太鼓演奏、盆踊り、大抽選
会　 久寺家近隣センター☎7179－
1166
◆我孫子南まちづくり協議会
　夏休み企画
◎「書道」で楽しみましょう!　日8月4
日㈪13時30分～15時　講師児玉壽一
さん　定先着30人　費200円（紙代）　
持上履き・習字道具・雑巾・古新聞・
半紙　◎「しぼり染め」を体験しよう!
日8月5日㈫9時15分～11時30分　講

師石川晴子さん　定先着15人　費300
円（材料費）　持雑巾、エプロン、三角
巾、うすいゴム手袋など　〈共通〉対
小学生（保護者同伴可）　所・ ・
我孫子南近隣センター☎7181－1011

講演・講座・教室
◆動物愛護教室
◎犬のしつけ方教室　①基礎講座　日
7月30日㈬、8月20日㈬13時～14時
30分　定各先着30組（予約制）　費無料
②実技講座　日7月31日㈭、8月21日
㈭9時30分～11時30分　定各先着30
組（予約制）　費3000円　◎パピーク
ラス　日7月26日㈯、8月23日㈯、9
月27日㈯時間応相談　内子犬の飼い
方、しつけ方を学び模範的な飼い主を
目指します。参加者には優先的に子
犬を譲渡します。費無料　〈共通〉所・
・ 千葉県動物愛護センター（富里

市御料709の1）☎0476－93－5711
◆こもれびまち協･天王台地区社協　
　第3回 シニアいきいき講座
日7月27日㈰13時30分～16時15分　
内講座『認知症の介護を学ぶ』、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）　費無料　
定先着50人　所・ ・ 住所・氏名・
電話番号を明示し、7月25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

◆書くプロにきいてみよう! 
　人をひきつける文章を書くには? 
日7月30日㈬10時30分～12時　講師
中嶋栄子さん（現役フリーライター）　
対・定中～大学生、先着20人（申込不
要）　所・ ふじしろ図書館（取手市
藤代415）☎0297－70－8181
◆家族介護教室「役に立つ成年後見制度
　～まだ早い？知ることから始めよう～」
日7月31日㈭14時30分～16時　所あ
びこ市民プラザ　内弁護士による成年
後見制度についての講話　対・定市内

在住の方、先着30人（要予約）　費無
料　 ・ 我孫子地区高齢者なんでも
相談室☎7179－7360
◆楽湖北地区公民館 夏期イベント
◎夏休みこども科学教室…①水飲みお
しっこ鳥をつくって仕組みを考えよ
う！　日8月22日㈮10時～12時　内
毛細管現象とサイフォンで動くおも
ちゃを作り、動く仕組みを解き明かし
ます。②振動で動くおもちゃを作ろ
う!　日8月23日㈯10時～12時　内電
動歯ブラシを改良し、振動で不思議な
動きをするおもちゃを作ります。〈①
②共通〉対・定市内在住・在学の小学
生、20人（応募者多数の場合は抽選）　
費各500円（材料費）※1日参加可　
7月31日㈭必着で、往復ハガキに参加
者氏名・住所・電話番号・年齢を記
入し郵送、または窓口に直接持参　
◎JAXA講演会「国際宇宙ステーショ
ンの利用と宇宙飛行士について」　日
8月29日㈮13時～14時（13時30分開
場）　内国際宇宙ステーションと宇宙
飛行士について学びます。対・定小学
生以上、150人（無料）　〈共通〉所・
湖北地区公民館☎7188－4433
◆不登校のお子さんを持つご家族対象
　の家庭内傾聴講座
日8月8日㈮10時～15時　所名戸ヶ谷
あびこ病院大会議室　対・定不登校、ひ
きこもり、摂食障害、うつ病のお子さ
んをお持ちの家族、30人（予約不要）　
費無料　 M.Tねっとわーく・ミナト☎
080－6897－0220 hereandnowm
@yahoo.co.jp

募集
◆「第20回 あびこ子どもまつり」
　参加団体・ボランティア
日10月19日㈰アビスタ、手賀沼公園
で開催する子どものおまつりを一緒に
作りあげませんか。参加希望団体・ボ
ランティアを募集中。次回実行委員会
は8月2日㈯10時～アビスタにて。詳
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