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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

▼日本の再生を語る会「日本の社会保
障問題を考える」　9月21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
▼「天の川の向こう、銀河系中心の世界
への御招待」　9月21日㈰13時30分。
我孫子南近セ（けやきプラザ9階）。大
西浩次長野高専教授（天文学者）。800
円。（菓子付）。 ・ 我孫子サイエン
スカフェ・栗田☎090－1650－3660
▼プレーリーコラール 2nd Concert
9月28日㈰14時開演。けやきプラザ。
指揮野村秀美による混声合唱と室内
楽。モーツァルト「ミサ・プレヴィス」、
武満作品ほか。1200円（全席自由）。

野村☎7182－9737
▼お家で簡単に作れるイタリア料理　
疲れはバルサミコで取りましょう。　
鶏肉のバルサミコ煮＆キノコと焼き
野菜温製サラダ　9月27日㈯、10月
26日㈰、11月29日㈯11時アビスタ。
2500円。 栗山☎090－6006－3479
▼第11回 我孫子オーディオファンク
ラブオーディオコンサート　9月27日
㈯13時20分開演。アビスタホール。
自作デジタルプレーヤー・アンプ・ス
ピーカーで音楽を楽しむ。無料。 佐
藤☎7184－3771
▼内山春雄の鳥ばなし　9月28日㈰
10時（アホウドリ）、13時（ガラパゴ
スフィンチ）。香取神社（緑1の6の8）。
各20人程度。各回1000円（ワンドリ
ンク付）。 オキクルミ・秋元☎090

－9371－1889
▼あびこの小さなコンサート2　9月
28日㈰14時開演。アビスタ。高須洋美・
石川智映子ほかによるフルート・マリ
ンバ・ピアノの演奏。「荒城の月」「ラプ
ソディ・イン・ブルー」ほか。500円。
高須☎7184－2526

▼パソコン講座情報管理　9月29日㈪
13時30分～。我孫子南近セ。ネット
生活で増えてくるIDやパスワードを
エクセルで一元管理しよう! 先着10
人。1000円。 ・ パソコン楽しみ隊・
桑田☎7184－7758
▼第12回 琴友会大正琴発表会　10月
4日㈯13時開演。湖北地区公民館ホー
ル。童謡、演歌、民謡、アンサンブル
の合奏など。指導…曽我千揚。無料。
都築☎7188－8279

▼自動車点検教室　10月8日㈬10時
30分～15時。市民体育館。無料（昼
食付）。先着50人。 往復ハガキで〒
270－1101布佐2787の8我孫子自動車
協同組合まで。 井上☎7189－3520
▼名戸ヶ谷あびこ病院パパママのた
めの育児学級「インフルエンザについ
て」　10月16日㈭、11月13日㈭13時

30分～。7階小会議室。講師…奥村恵
子医師。10人（要予約）。無料。所・ ・
名戸ヶ谷あびこ病院☎7157－2450

会員・仲間募集

▼手工芸連盟 10月生 ポタリーアート
毎月第1・第3㈫10時～11時30分。新
木団地自治会館。ビスク（白い陶器）
に藍色の絵の具で描き食器や装飾品を
作ります。月2300円。 仁藤☎7187
－3292
▼手工芸連盟 10月生 パンフラワー
教室　毎月第1・第3㈬9時30分～11
時30分。湖北地区公民館。10人。月
2500円（材料実費）。 パンフラワー
椿の会・田町☎7182－4059
▼英会話サークル「ESSつくし野」　
第1・3㈭13時30分～15時30分。我
孫子北近セつくし野館ほか。月400円。
鈴木☎7183－8004

▼19男塾金曜会　毎月第2㈮9時～14
時アビスタ調理室。食材買い出し・調
理・会食・後片付けまで学ぶ、和やか
な料理教室です。初心者大歓迎。半年
1万円程度。 磯崎☎7181－7930

イベント
◆なかよし動物フェスティバル 2014
日9月20日㈯10時～15時　内動物愛
護教室、動物愛護紙芝居、乗馬体験、
チーバくんと写真撮影、特産品販売　
所・ 千葉県動物愛護センター（富里
市）☎0476－93－5711
◆「飼い主のいない猫のため」の
　チャリティー・フリーマーケット
日9月21日㈰10時～15時（荒天時9月
28日㈰）　所アビスタ前広場（手賀沼
公園入口）　内日用雑貨、食器、衣類
などの販売。売り上げは「飼い主のい
ない猫」の不妊去勢手術費用に使いま
す。 あびこイヌネコ・ボラ・ネット・
斉藤☎090－6343－5824
◆湖北地区社協「秋の健康まつり」
日9月24日㈬12時45分～15時30分受
付　所湖北地区公民館　内13時～13
時45分「デュアルタスクで脳と体を鍛
えよう」講師…渡部佳代子さん（介護
福祉士）〈申込不要、先着30人〉、14
時～健康チェック・体力測定・血管年
齢測定、タッチエム（脳トレ）、DVD
上映、14時15分～足うらマッサージ
体験（当日受付、500円）、14時30分
～健康相談※送迎サービスあり（要申
込）　 湖北地区社会福祉協議会☎
7187－2551

◆下総航空基地開設記念行事
日9月27日㈯9時～17時　内記念式典、
航空機展示、ミニP-3公演、花電車、
吹奏楽など。新鎌ヶ谷駅から無料シャ
トルバスあり。ペットの持ち込み不可
（補助犬の同伴は除く）　所・ 海上
自衛隊下総航空基地（柏市藤ヶ谷1614
の1）☎7191－2321
◆我孫子市歌謡文化フェスティバル
　（チャリティー）
日9月27日㈯9時45分～（9時開場）　
所けやきプラザふれあいホール　内
歌と踊りの特別企画。ゲスト…北野都
さん、京一夫&ちづるさん　費無料（全
自由席）　 我孫子市歌謡文化同好会
「虹」・岩鼻☎7183－1934
◆電力中央研究所　研究所公開
日10月4日㈯10時～15時30分（受付15
時まで）　内研究紹介、講演会、子ど
も向け工作教室、軽食販売ほか　※駐
車場なし、我孫子駅北口から無料送迎
バスあり　所・ 電中研我孫子地区☎
7182－1181
◆第6回 柏の葉公園ウオーキングフェ
　スタ・第1回 柏の葉公園ノルディッ
　ク・ウオークフェスタ
日10月18日㈯8時30分～16時30分
（荒天中止）　所千葉県立柏の葉公園
総合競技場　費500円（事前申込300
円）、中・高校生100円、小学生以下
無料（要保護者同伴）　 ・ 柏の葉ウ
オーキングクラブ・東☎7138－2289
◆楽ちゃれらん一番はだーれだ!? 
日10月18日㈯10時～11時　内小学生
を中心に運動や遊びを通して体力増強
と達成感を育てるゲームです。1分間
鉛筆立て、ミニミニボーリングチャ
レンジほか　対・定小学生（保護者同
伴であれば幼児も可）、先着20人　費
無料　 当日、直接第2学習室まで　
所・ 湖北地区公民館（中里81の3）☎
7188－4433

講演・講座・教室
◆チビロビンの羊毛フェルトでつくる
　ハロウィンのこものたち
日9月20日㈯13時～15時30分　所あ
びこ市民プラザホール　内手芸本で大
人気のチビロビン先生が指導する手芸
教室　対・定高校生以上、30人（申込
多数の場合は抽選）　費500円　 ・
9月17日㈬までに電話であびこカル

チャーカレッジ事務局・田村☎090－
2310－8020
◆みんなで支える高次脳機能障害
　～家族支援を考える～
日9月28日㈰13時30分～16時（13時
開場）　所松戸市健康福祉会館ふれあ
い22（五香駅西口から徒歩13分）　講
師平山淳一さん（旭神経内科リハビリ
テーション病院言語聴覚士）、橋縁さ
ん（旭神経内科リハビリテーション病
院医療相談員）　定80人（申込不要）　
費無料　 東葛菜の花・綿貫☎7174
－3998
◆こもれびまち協・天王台地区社協
　第4回 シニアいきいき講座
日9月28日㈰13時30分～16時15分　
所近隣センターこもれび　内講座「在
宅での介護サービスの紹介」、「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）定先着50
人　費無料　 ・ 9月26日㈮までに
電話、ファクス、窓口。住所、氏名、
電話番号を明示し天王台地区社会福祉
協議会☎ 7183－9009（第2･4㈫除
く平日9時～16時）
◆人生100年時代に立ち向かう
　心の健康作りセミナー
日・内①9月30日㈫「サクセスフル・
エイジングのための心理学」小野けい
子さん（放送大学臨床心理学教授）②
10月21日㈫「心の健康と魂の健康～
メンタルヘルスと死生観」石丸昌彦さ

ん（放送大学精神医学教授）いずれも
13時30分～16時　所けやきプラザ7
階研修室　定各先着60人　費無料　
・ 電話、ファクス。住所、氏名、
連絡先を明示しNPO法人ACOBA☎
7181－9701 7185－2241
◆平成26年度 後期危険物取扱者
　試験・講習会
○試験…日11月16日㈰　所日本大学
生産工学部実籾校舎　費甲種5000円、
乙種3400円、丙種2700円　○講習会
（希望者のみ）…日10月20日㈪　所松
戸商工会議所　費3600円（テキスト
代別途）　〈共通〉 9月26日㈮～10月
7日㈫に願書（各消防署・分署に用意）
を郵送。消防試験研究センター千葉
支部（千葉市中央区末広2の14の1）☎
043－268－0381　 消防本部予防
課☎7181－7702
◆CHIBA創業セミナー
日10月4日㈯9時30分～16時30分　
所市川駅行政サービスセンター内
I-linkルーム　内創業前に知っておき
たい基礎知識、創業保証制度ほか　定
先着50人　費無料　 ・ 千葉
県産業振興センター総合支援室ホーム
ページから申し込み http://www.
ccjc-net.or.jp/̃support/☎043－299
－2907
◆ジョブカフェ出張版応募書類セミナー
日10月7日㈫13時30分～16時（13時
20分受付）　所ジョブパーク柏　内履
歴書・職務経歴書・添え状の書き方の
基本　対・定就職を希望している15
才～39才までの方、16人（予約制）費
無料　 ・ ジョブカフェちば☎047
－426－8471（平日9時～18時）

募集
◆第23回 福祉フェスティバル
　舞台出演者
日平成27年1月17日㈯12時～16時　

http://www.ccjc-net.or.jp/~support/
http://www.ccjc-net.or.jp/~support/
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