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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

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

▼世界国別何でも語る会「カナダ」編　
8月17日㈰13時～16時。けやきプラ
ザ10階会議室。カナダを旅して食べ
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
▼ワンデーシェフの店ほのぼ～の第1
弾　8月19日㈫11時30分開演（12時
～食事）。一粒の麦（都部83の1）。詩
吟（吟詠黎晶会）とミニ懐石。要予約。

1400円。 ・ 佐々木☎080－5203
－8380
▼『宇宙の話 太陽系・系外惑星につい
て』　8月24日㈰13時30分～。我孫
子南近セ。細谷暁夫東工大名誉教授。
800円（コーヒー・菓子付き）。 ・
我孫子サイエンスカフェ・栗田☎090
－1650－3660
▼デオドラントスプレー作成♪ アロ
マで抗菌・消臭!  8月26日㈫10時30
分～。けやきプラザ。中・高校生歓迎。
先着10人（小学生保護者同伴）、要予
約。800円（材料費別）。 ・ 吉田☎

080－4670－6336
▼楽しい外国料理クッキング　8月26
日㈫14時～。我孫子南近セ調理室。
超旨ギョウザ、簡単ボルシチ、韓国ス
ナックほか。15人（男性、小学生も歓
迎）。8月20日㈬締切。500円。 ・
NINAの会・海津☎7184－9828
▼アクイールの夏まつり　8月30日㈯
10時～16時。特別養護老人ホームア
クイール駐車場。模擬店、バザー。中
央学院高校チアリーディング部、葵
ひろ子コンサートほか。入場無料。
アクイール☎7165－6511
▼コーロ・トゥッティ セカンドコンサー
ト　9月6日㈯14時30分開演。アミュ
ゼ柏クリスタルホール。女声合唱によ
る「わたしと小鳥とすずと」「年下の男
の子」ほか全5ステージ。500円。
伊藤☎7134－1442
▼法人の為の税務研修会　9月11日㈭

13時30分～15時30分。けやきプラザ
7階。平成26年度税制（中小企業関係、
源泉・消費税、e-Tax）について。先
着30人。無料。 ・ 柏法人会
☎7163－3393
▼平和を求めて一松代大本営跡・葛飾
北斎見学日帰りバスツアー　9月25日
㈭6時20分湖北台団地、6時30分我孫
子駅北口集合。先着21人。7500円。
主催・ ・ 我孫子市九条の会・中川
☎090－6011－6140、7182－1615

会員・仲間募集

▼アルゼンチンタンゴダンス　毎週㈪
10時～アビスタ、19時～けやきプラ
ザ。㈯19時～湖北地区公民館。やさ
しいステップから振付の曲まで。年齢
性別不問。月3回5000円。 事務局・
奥谷☎090－9335－9567

イベント
◆第45回 我孫子市民
　バドミントン大会
日9月14日㈰9時受付　所市民体育館
種目男女シングルス・男女ダブルス・
混合ダブルス、それぞれ1部・2部の
み　対市内在住・在勤および在学の方。
男女ダブルスの2部は、初心者および
40歳以上の方（1人2種目まで）。39歳
以下の男性は、男女ダブルスと混合ダ
ブルスの両方は出場不可　費1人1種
目500円（小・中学生200円）　 ・
ハガキに大会名、種目（ダブルスは必
ず2人記入）、住所、氏名、年齢、性
別、電話番号を明記し、9月4日㈭必着。
〒270－1175青山台4の9の15岡信幸
☎7184－8108（午後6時以降）※組み
合わせは事務局が決定。1日行事保険
には加入しません。
◆我孫子市茶道連盟　茶会　
日9月7日㈰10時～　所アビスタ・和
室　内席主…横山宗樹（表千家）、中
野宗信（裏千家）　費二席1000円（申
し込み不要・当日会場へ）　 我孫子
市茶道連盟・小野☎7182－6161

講演・講座・教室
◆あびこカルチャーカレッジ
　「山遊亭金太郎の落語入門教室」
日8月30日㈯10時～12時30分　所あ
びこ市民プラザ・ホール　内我孫子の
真打山遊亭金太郎が指導、親子で落
語に挑戦。対・定親子（小学生以上）

または中学生以上、40人（応募者多数
の場合は抽選）　費500円（親子参加
は子ども無料）　締切日8月19日㈫　
・ 電話、ファクス、Eメール。あ
びこカルチャーカレッジ事務局・田村
☎090－2310－8020 7185－3700
app@abiko-sp.com（Eメールの場
合は空メール）
◆防犯講話会「超高齢社会の安全安心」
日9月4日㈭14時30分～15時30分　所
あびこ市民プラザ・ホール　講師平間
義康さん（ 千葉県防犯設備協会）　
対・定市内在住・在勤・在学の方、先
着200人　費無料　 井下田☎7185
－0471（日・祝日除く9時～17時）
◆柏の葉アカデミア講座Ⅲ「手賀沼・
　印旛沼周辺から東京に向かった野菜
　行商～『増田實日記』にみる東葛飾
　地域の農村生活～」
日9月21日㈰10時～12時（9時30分～
受付）　所さわやかちば県民プラザ　
講師小林裕美さん（県立中央博物館　
主任上席研究員）　定100人（申込多数
の場合は抽選）　 ・ 9月6日㈯必着
で、往復ハガキの往信用に講座名・郵
便番号・住所・氏名・電話番号・年齢（高
校生は学校名と学年）を、返信用に受
講希望者の郵便番号・住所・氏名を明
記し郵送。窓口（返信用のハガキを持
参）・県民プラザホームページでも申
し込み可。〒277－0882柏市柏の葉
4の3の1さわやかちば県民プラザ事業
振興課☎7140－8615
◆未就業歯科衛生士リカバリーコース
日9月7日㈰・21日㈰9時30分～17時
（全2回）　所千葉県歯科医師会館（千
葉市）　内未就業歯科衛生士の復職や
就業を支援する研修会　対・定両日
参加できる衛生士資格を持つ未就業
の方、先着40人（要申込）　費無料　
・ 電話、ファクス。住所、氏名、
電話番号を明記し、千葉県歯科医師
会☎043－241－6471 043－248－
2977

募集

◆電話訪問『ボランティア』
日9月16日㈫・29日㈪、10月7日㈫
13時30分～16時30分　所天王台地区
社会福祉協議会（近隣センターこもれ
び内）　内お話し相手がほしい方に、
定期的に電話をかけて安否確認やお話
しをするボランティアです　講師渡部
佳代子さん（社会福祉士）　対・定全
日程に参加できる方、先着20人（8月
18日㈪～受付）　 ・ 天王台地区社
会福祉協議会☎7183－9009（平日9
時～16時、祝日と第2・4㈫を除く）
◆我孫子地区市民まつり
　フリーバザール出店者
日10月4日㈯10時～15時　所我孫子
駅南口周辺　定・費先着60区画、1区
画2000円（間口3m×奥行き2m）※飲
食許可業者以外の飲食品の取り扱い不
可　 ・ 9月10日㈬までに電話、窓
口で我孫子市商工会☎7182－3131
◆第29回 柏市美術展出品作品
入選展示11月19日㈬～24日㈪10時～
20時（初日13時～、最終日18時まで）
所柏市民ギャラリー　出品料1500円
（2点まで）　審査員長門佐季さん（神
奈川県立近代美術館主任学芸員）　応
募資格16歳以上の柏市近郊に在住・
在勤・在学の方。詳しくは応募要項に
記載　申込方法92円切手を同封のう
え、応募要項を請求してください　締
切日9月28日㈰必着　 ・ 〒277－
0005柏市柏4の5の3 摘水軒記念
文化振興財団☎7167－6153

お知らせ
◆定例教育委員会
日8月26日㈫14時予定（議案内容によ
り変更あり）　所水道局4階会議室　
内8月20日㈬以降にお問い合わせくだ
さい。傍聴される方は、開催予定時
間前に傍聴者名簿に必要事項を記入
し、担当の指示に従って入室してくだ
さい　 教育委員会総務課☎7185－
1110
◆個人事業税の納期について
個人事業税（第一期分）の納期限は9月

1日㈪です。納税通知書は8月中旬に
発送します。お早めに最寄りの金融機
関で納付してください。※口座振替を
利用すると便利です。 柏県税事務所
☎7147－1231
◆シルバー人材センター入会説明会
日9月8日㈪13時～15時　所アビス
タ・第1学習室　対・定市内在住の60
歳以上で働く意欲のある方、先着20
人　 ・ 電話でシルバー人材セン
ター☎7188－2200
◆ウイングホール柏斎場　火葬炉修繕
　に伴う火葬件数の変更について
修繕期間中、火葬件数を通常の18件
から12件へ変更します。変更日9月
10日㈬・11日㈭、19日㈮・20日㈯、
27日㈯・28日㈰※火葬時間は変更な
し。 ウイングホール柏斎場☎7131
－6649

【ふさの風まちづくり協議会】　
◆寺子屋セミナー
日8月23日㈯13時～15時　内中国と
アメリカの文明の特質を問う（第2・4
㈯開催。1回目は終了）　講師石井英
朗さん（東日本国際大学名誉教授）　
費無料　対・定中学生以上、40人　所・
・ 近隣センターふさの風☎7181
－6211
◆「ふさの風　光のワークショップ」
日8月30日㈯13時～15時30分　内ス
ワロフスキーのパーツを使用してサ
ン・キャッチャー（レインボーメー
カー）を作成　費3000円　定先着15
人（要申込）　所・ ・ 近隣センター
ふさの風☎7181－6211
【こもれびまちづくり協議会】　
◆そば打ち教室
日9月14日㈰・28日㈰、10月5日㈰9
時30分～13時30分（全3回）　対・定
全て参加できる中高年の方、10人（応
募者多数時は抽選）　費1回1600円　
持頭巾、エプロン、タオル、持ち帰り
容器（クッキー缶のようなもの）　所・
・ 往復ハガキに教室名、住所、氏名、
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