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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
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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

▼平成会8月定例会公開名画鑑賞会　
8月6日㈬15時30分～。アビスタ。社会
派青春映画「キューポラのある街」。主
演…吉永小百合・浜田光夫。説明役…
内島洋一（会員）。先着40人（事前申込
不要）。100円。 中村☎7187－2934
▼手賀沼ウオーキング教室　8月9日、
9月13日。毎月第2㈯9時30分～13時
15分。アビスタ横東屋受付。5km。

300円（資料・保険代）。千葉県ウオー
キング協会・須藤☎7184－6204
▼気功・身心健康セミナー　8月10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（要予
約）。300円（資料代）。 ・ 8月8日
㈮までに山中☎7183－6459
▼コスモス成年後見サポートセンター
無料相談会　8月18日㈪14時～17時。
我孫子南近セ（けやきプラザ8階）。認
知症や知的障害など判断能力が不十分

な方の財産管理や身上監護でお困りの
方。 佐藤☎7181－5132
▼離れている人と写真の共有をしよう
（クラウド）　8月23日㈯15時～16時
45分。けやきプラザ10階。無線ラン
可能なパソコン持参。600円（要予約）。
今泉☎090－4715－2905

▼市民講座『消化器癌に対する低侵襲
性手術―消化器外科手術はここまで変
わった!』　8月23日㈯13時45分開場。
けやきプラザ7階。昭和大学村上雅彦
教授。先着60人。無料。 ・ 我孫
子東邦病院☎7182－8166
▼潰瘍性大腸炎＆クローン病医療講演
会　9月7日㈰13時 ～16時。船橋市西
部公民館。講師…久松理一さん（慶應
義塾大学病院消化器内科）。先着100
人（要事前申込）。500円。 ・ ちば
IBD http://www.chiba-ibd.com/

会員・仲間募集

▼布ぞうりを作りましょう! MYぞう
りクラブ　毎月第1・2㈭9時～12時。
湖北台近セ。丈夫でおしゃれな健康
に良い布ぞうりです。先着5人。1回
600円。材料各自持参。 山崎☎080
－5196－1909
▼エンジェルクラブ　月に1回、ヨガ、
瞑想、読書会の仲間を募集。アビスタ
ほか。心身ともに爽やかでキラキラし
た気分になれる会を目指しています。
だて☎090－7816－9367（ショー

トメール希望）
▼フルートアンサンブル紙ふうせん　
毎週㈯18時～21時。アミュゼ柏音楽
室ほか。フルート経験者の方、アンサ
ンブルを楽しみましょう！　入2500
円、月2500円。 須田☎7154－7413

イベント
◆8月10日は白樺派のカレーの日
◎「白樺派のカレー絵巻」の展示　日8
月4日㈪～10日㈰　所アビスタ　◎白
樺派のカレーの提供　日8月9日㈯・
10日㈰　所喫茶ぷらっと（アビスタ
内）、カフェレストラン・ランコント
ル（八坂神社前）※注文者に特製デザー
トのサービスとレトルトカレーのプレ
ゼント（各日先着10人）　 白樺派の
カレー普及会☎7163－8672　
◆夏の夜語り
日8月9日㈯18時開演（17時30分開場）
所アミュゼ柏・1階プラザ　内古澤史
水（薩摩琵琶）、佐藤艶子（語り）、細
山友子（フルート＆龍笛）。朗読劇「長
崎の鐘」…語り草　費1000円（小学生
500円）　 ・ 佐藤☎7166－1817
◆我孫子吹奏楽団
　真夏のコンサート2014
日8月10日㈰14時～（13時30分開場）
所けやきプラザふれあいホール　内
戴冠行進曲「王冠」（W.ウォルトン）、
序曲「春の猟犬」（A.リード）、「ゴジラ」
ファンタジー（伊福部昭）ほか　出演
…近藤裕明（指揮者）　費400円（中・
高校生200円、小学生以下無料）〈全席
自由〉　入場券販売・ 中村☎080－
3472－8420
◆我孫子市内チーム卓球大会
日・所9月18日㈭9時受付、市民体育
館　種目男子の部2S1W（2～3人）団
体戦、女子の部1S2W（5～6人）団体

戦（予選リーグ後、順位別決勝トーナ
メント方式）　対市内在住、在勤、連
盟加入者　費男子2000円（会員1500
円）、女子4000円（会員3500円）※傷
害保険には加入していません　 ・
8月28日㈭必着でハガキ。大会名、チー
ム名、代表者の住所・氏名・電話番
号、参加者全員の氏名を記入し〒270
－1143天王台2の8の15 桑江芳子☎
7184－5559
◆コール ヴォンネ 
　第6回 定期演奏会
日9月13日㈯15時～（14時30分開場）
所けやきプラザふれあいホール　費
2000円（全席自由）　内モーツァルト
「レクイエム」、「合唱小品アラカルト」
シューベルト、ブルックナーほか　
出演…コール ヴォンネ（合唱）、アン
サンブル ヴォンネ（管弦楽）、小笠原
美敬（指揮）　チケット販売軽喫茶ぽぽ
ら　 湊☎7182－9646

講演・講座・教室
◆甲種防火管理新規講習
日①9月8日㈪・9日㈫②9月11日㈭・12
日㈮　所我孫子南近隣センターホー
ル（けやきプラザ9階）　定各先着75
人　費6170円　持上履き、下足入れ　
申込期間①8月4日㈪～6日㈬②8月11
日㈪～13日㈬　 ファクス（ 千葉
県消防設備協会 043－268－7129）
または持参（千葉市中央区仁戸名町
666の2）。申込用紙（消防本部、各消
防署・分署に設置、または 日本防
火・防災協会のホームページからダウ
ンロード可）を提出　 千葉県消
防設備協会☎043－268－6033、消
防本部予防課☎7181－7702
◆ペタンク講習会
日8月9日・16日㈯10時～（雨天中止）
所天王台西公園（天王台駅徒歩3分・
駐車場なし）　内簡単で運動量も激し
くない南フランス生まれのスポーツ。
初心者歓迎　費無料※運動ができる服
装で　 ・ 我孫子市ペタンククラブ
連絡会・吉澤☎090－3691－8089

◆取手グリーンスポーツセンター
　定期教室
◎スポーツ教室…ヨガ、ボクシングシ
ェイプ、ハワイアンフラダンスほか　
◎キッズ・ジュニア教室…水泳・体
操・サッカー教室ほか　◎カルチャー
教室…着付け教室ほか　 ・ 8月19
日㈫必着で往復ハガキ（電話での申
込・予約不可）。〒302－0032取手市
野々井1299 取手グリーンスポーツセ
ンター☎0297－78－9090 http://
www.toride-green-spocen.com　
※結果は8月20日㈬以降返信用ハガキ
でお知らせします。詳しくはホーム
ページをご覧ください。
◆マンション管理セミナー・交流会
日8月31日㈰13時～16時30分　所市
役所分館会議室　内セミナー「大規模
修繕工事の流れ」「管理組合の履歴情
報の保管について」、交流会　対・定
市内マンションの管理組合、管理者、
居住者、先着30人　費無料　 ・
8月22日㈮までに電話で千葉県マン
ション管理士会☎043－244－9091
（平日10時～17時）
◆県立手賀の丘少年自然の家主催
◎藍の生葉染め体験　日8月24日㈰
10時～12時　内藍草を使用し、藍染
めでスカーフを作ります。対・定親子・
一般30人　費1組1000円（材料代）　
◎ラート講習in手賀　日9月6日㈯・7
日㈰9時～16時30分　内日本ラート
協会の指導のもと、ラート技術を専門
的に習得します。対・定身長115cm
以上・小学生以上、30人　費5000円
（宿泊可）　〈共通〉所・ ・ 電話（先
着順）。県立手賀の丘少年自然の家☎
7191－1923
◆楽 “カラダ”を知ろう～リズム運動～
日9月8日・22日、10月13日・20日、
11月10日・24日、12月8日いずれも
㈪13時～14時　所湖北地区公民館第
1学習室　内自分の“カラダ”を知る、
自宅で簡単にできる整体や椅子に座っ
たままできるエクササイズ・床の上で
簡単にできる運動・ポールウオーキン

グなど　対・定中高年の方、30人（応
募多数の場合抽選）　費3000円（全7
回分）　持動きやすい服装、室内履き、
タオル、飲み物、ヨガマット、筆記用
具　 ・ 電話、窓口で湖北地区公民
館（中里81の3）☎7188－4433
◆市民のための公開講座
日・内①9月12日㈮10時～12時「相続・
遺言」（あすかフロンティア司法書士・
宮田圭祐さん）②10月21日㈫10時～
12時「市民後見制度」（福祉ジャーナリ
スト・淺川澄一さん）　所けやきプラ
ザ7階研修室　対・定各先着40人　費
無料　 ・ ファクス、Eメール。住所、
氏名、電話番号、メールアドレスを明
記し、認定NPO法人東葛市民後見人
の会事務局☎ 7187－5657 h-n-
sumita@jcom.home.ne.jp

募集
◆第33回 我孫子市産業まつり出店者
日10月12日㈰10時～15時（荒天中止）
所湖北台中央公園　定市内事業者優
先で100区画（応募者多数の場合は抽
選）　費1区画（間口約2ｍ）4000円、
電気コンセント1個2000円　 ・ 8
月16日㈯までに電話、ファクスで柘
☎090－5194－1079 7188－2258
◆「かむ子・のびる子・元気な子」
　料理コンクール
募集作品千葉県の農産物を利用し､ よ
くかんで味わえ手軽につくれる子ども
向きのお弁当メニュー（材料費は1人
分で500円前後）　対県内に在住・在
勤・在学で11月23日㈷のコンクール
当日に参加可能な方　選考書類審査
後、11月23日に千葉県口腔

くう

保健セン
ターで審査　 9月19日㈮当日消印有
効で郵送。応募票（保健センターに設
置または千葉県歯科衛生士会ホーム
ページからダウンロード）に1人分の
お弁当の写真と返信用封筒（82円切手
を貼り宛先を記入）を同封し〒261－
0002千葉市美浜区新港32の17 
千葉県歯科衛生士会　 健康づくり支
援課（保健センター）☎7185－1126
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