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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

▼プリザーブドフラワーアレンジメント
9月4日㈭10時～12時あびこ市民プラ
ザ会議室2。PINKプリティアレンジ。
4000円。先着6人（要予約）。 Atelier 
En・上村☎090－6114－3039
▼プラントドール展（植物人形）　9月4日
㈭～13日㈯。5人の作家が身近にある
木の葉、実、種、草花を乾燥させ創作す
る世界にふたつとない人形。入場無料。
所・ ギャラリー芙蓉☎7106－1369
▼ふれあい寄席「江戸のこみゅにてぃ」

9月8日㈪10時～アビスタ。講師…山
遊亭金太郎師匠。先着100人（要申込）。
700円。主催・ ・ ふれあい塾あび
こ・足助☎ 7183－3603
▼平成会9月例会公開講演会　9月10
日㈬15時30分～アビスタ。「動植物の
恵みと人間生活」花も実もある○○、
野獣からペットまで。担当…小西敞（会
員）。先着20人（申込不要）。無料。
中村☎7187－2934
▼占いクラブ　9月13日㈯12時10分
～14時45分アビスタ第2学習室。講師
…松木。10人。無料。 松木☎090
－5311－9662

▼教育懇談会　9月16日㈫10時～我
孫子北近セ並木本館。教育委員会制度
改正・道徳の教科化・全国学力テスト
の公開等　 加藤☎7189－1781
▼さつまいも掘り　9月20日㈯13時
～15時むつぼし第七農園（北新田）。
お土産用やむつぼし加工品の販売あ
り。参加無料（焼き芋サービス）。
・ 18日㈭までにむつぼし☎7184－
6258
▼終活セミナー〈正しい情報を伝え
たい〉　9月23日㈷14時～あびこ市民
プラザ会議室。先着20人。無料。
NPO法人全葬議柏我孫子支部セレモ
ニー天来☎7128－4444
▼川村英文学会特別講演「さびない、
ピーターラビット。」　9月27日㈯13時
～14時川村学園女子大学14号館大教
室。申込不要。無料。 川村英文学会
事務局☎7183－7212
▼自分の文章や自分史を電子本（EPUB3）
にしませんか　9月27日㈯15時～16時

45分けやきプラザ10階。無線LAN可
能なパソコン持参。600円（要予約）。

・ 今泉☎090－4715－2905
▼コカリナチャリティコンサート　9月
28日㈰14時～我孫子北近セ並木本館。
宮城県亘理町の保育所の子ども達へ
チューリップの球根セット等を届けま
す。先着100人。無料。 鈴木☎090
－9012－5460
▼エンジョイ楽々ジャズダンス　9月・
10月の㈪全6回15時30分～17時アビ
スタ。ストレッチやリンパ体操、ス
テップ練習など。1回1000円（無料体
験可）。 NPO法人わごころ・鴨田☎
7186－5665

会員・仲間募集

▼我孫子ソロギターの会　第1回練習
会9月6日㈯18時～20時アビスタミニ
ホール。クラシックギターのソロ演奏
を楽しむ会。レベル不問。費200円。

イベント
◆第13回 民謡連合大会
日9月7日㈰10時30分～（10時開場）　
所湖北地区公民館　内唄と踊りで63
曲を演出。出演…民謡連合会7支部会
員・舞踊連盟各支部先生方　費無料（全
席自由）　 我孫子市民謡連合会・岡
田☎7182－5438
◆連盟杯ソフトボール大会
日9月28日㈰（予備日10月5日㈰）8時30
分～　所利根川ゆうゆう公園野球場　
種目男子の部…12チーム、女子の部…
4チーム　費1チーム5000円※9月13
日㈯18時～市民体育館で代表者会議
を開催　 ・ 電話またはハガキに「連
盟杯ソフトボール大会」、チーム名、
種目、代表者の住所､ 氏名を明示し、
9月10日㈬必着。〒270－1121中峠
3066の24 古内新一☎7187－0750
◆布佐地区の歴史景観散策と
　竹内神社例大祭を楽しむ集い
日・所9月15日㈷16時15分～18時30
分（荒天中止）、布佐駅改札口前集合　
内竹内神社→勝蔵院→愛宕神社→松岡
邸→榎本邸→馬頭観音→ナリタヤ駐車
場で山車の競演見学（あびこの景観を
育てる会の解説あり）　定先着30人　
費300円（保険・資料代）　 ・ 9
月12日㈮までに松村☎090－1044－
7278、☎ 7187－2460
◆舞台鑑賞会「松元ヒロソロライブ」

日9月13日㈯19時～20時30分（18時30
分開場）　所アミュゼ柏　内「マイム」
と「トーク」による社会風刺のお笑い　
費前売り…大人2000円、中・高校生
1000円。当日…大人2500円、中・高
校生1300円　入場券販売㈵NPOこど
もすぺーす柏事務所、髙島屋友の会、
浅野書店ほか　 ㈵NPOこどもす
ぺーす柏☎7169－8451
◆第72回 にっぽんの心を歌う会
　歌と踊り夏の大会
日9月14日㈰11時～（10時30分開場）
所けやきプラザ　内最近の話題曲およ
び懐メロを歌い、踊り・合唱・フラダ
ンス・テナーサックス演奏、オカリナ
演奏を交えて楽しみます。出演…にっ
ぽんの心を歌う会会員と協力団体　費
無料　 阿部☎090－8081－7827
◆あびこ陶友会
　創立20周年記念作陶展
日9月20日㈯～23日㈷10時～18時　
所あびこ市民プラザ　内創立20周年
を記念して、今までの歩みのパネル展
示と作品展示　 嶋津☎7187－0970
◆市民大会　硬式テニス（ダブルス）
日10月18日㈯・25日㈯（予備日11月
1日㈯）　所市民体育館　種目男子（一
般・45歳以上・60歳以上）・女子（一般・
50歳以上）　参加資格市内在住・在勤・
在学の方、または我孫子市テニス連盟
加盟団体の登録者　費1組1000円　
Eメールで9月20日㈯必着。件名「市

民大会ダブルス出場申込」、本文に種
目名、氏名、所属、住所、年齢（年齢
別に申し込む場合）、電話番号を明記
し（ペアの方も同様）、 info@abkta.
main.jpまで※在勤・在学の方は勤務
先または学校名を明記※詳しくは当連
盟のホームページを参照　 山来☎
090－7284－2558
◆第115回 史跡文学散歩
　「千駄木周辺の文人旧居を訪ねる」
日9月21日㈰我孫子駅改札口内9時集
合、14時現地解散（小雨実施）　内千

駄木駅→鴎外記念館→安田楠
く す お

雄邸→宮
本百合子邸跡→高村光太郎邸跡→青鞜
社跡→夏目漱石邸跡ほか。講師…越
岡禮子さん（我孫子の文化を守る会副
会長）　費非会員500円※別途入場料
1000円　 ・ 9月20日㈯まで。我
孫子の文化を守る会・越岡☎7184－
2047
◆歌声とアロマ
　～地域の世代間交流～
日9月24日㈬、10月22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
◆ふれあい塾あびこ
　「レクチャーコンサート」
日9月25日㈭13時～14時30分　所ア
ビスタホール　内第一部…「青い青い
秋ですよ」「誰もいない海」、第二部…
ごいっしょに! 「故郷の空」「ちいさい
秋みつけた」、第三部…「さとうきび畑」
「長崎の鐘」ほか。出演…眞理ヨシコ
さん（初代うたのおねえさん、東洋英
和女学院大学名誉教授）、田中修二さ
ん（ピアノ）　定先着100人　費700円
（全席自由）　 ・ ふれあい塾あびこ・
足助☎7183－3603
◆ハーモニカと歌おう IN 湖北台
日9月27日㈯13時30分～（13時開場）
所湖北台近隣センター　内あびこ市民
の歌をはじめ、童謡、唱歌、懐メロな
ど全35曲。独奏あり。費無料（全席自
由）　 ハーモニカ・メイツあびこ・
髙田☎7188－0431
◆第1回 クイズラリー大会
日10月4日㈯10時～15時　所利根川
ゆうゆう公園※雨天時は市民体育館で
ニュースポーツ体験　内クイズとニュー
スポーツ、ボーイスカウト活動紹介も
あり　定100人（小学3年生以下は保護
者同伴）　費無料　持上履き、帽子、

タオル、飲み物、筆記用具、歩きやす
い服装　 ・ 電話またはハガキに
住所、氏名、年齢、電話番号、参加人
数を明記し、10月1日㈬必着。〒270
－1111古戸696 市民体育館・横堀☎
7137－9030
◆楽歌って健康!  歌声サロンVol.3
日10月6日㈪14時開演（13時30分開
場）　内懐かしの名曲を、バンドの生
演奏と一緒に歌いましょう! 出演…杉
山公章（歌心塾主宰）with歌心塾　定
250人（全席自由）　費1000円　所・

・ 電話または窓口。湖北地区公民
館（中里81の3）☎7188－4433

講演・講座・教室
◆我孫子登山倶楽部　市民登山教室
日10月25日㈯　所安達太良山（福島
県）（雨天実施）　対・定男女問わず10
歳～70歳くらいまでで自力で5時間程
度歩ける方、30人（応募者多数の場合
は抽選）　持弁当、水筒、雨具ほか　
費7000円（保険料込）　 ・ 往復ハガ
キ。住所、氏名、年齢、電話番号を明
記し9月16日㈫必着で、〒270－1152
寿1の14の26須藤和子☎7182－8003
◆楽湖北地区公民館講座
◎楽しい♪「オカリナ・ワークショッ
プ」～みんなで奏でよう～　日10月
1日・15日、11月5日・19日、12月
17日、平成27年1月7日・21日、2月
4日・18日いずれも㈬13時30分～15
時　内初心者から学べます。オカリナ
を一緒に体験しませんか?（2月28日
㈯ホール公演あり）　対・定成人、20
人　費4500円（全10回分）※オカリナ
実費あり　持オカリナ、筆記用具　
9月16日㈫までに電話または窓口　
◎ふれあい陶芸講座　日10月11日・
25日、11月8日・22日、12月13日・
20日、平成27年１月24日、2月14日
いずれも㈯10時～15時（2月14日のみ
10時～11時）　内練り方、作陶、素焼
き、釉薬がけ、本焼き、窯出し。対・
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