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楽 は「あびこ楽校（市が提供するさまざまな生涯学習事業の総称）」の事業です。
「まち協」とは、まちづくり協議会の略称で、市内に10協議会あり、近隣センターの管理運営を行っています。

ら歌いたい方大募集　毎週㈭9時～12
時。湖北台近セ。色んなジャンルの曲

（洋楽含む）を演奏しながら皆で歌う
オヤジバンド。無料。 ゴールデン
シンガーズ・平本☎7187－5967
▼シェイクスピアをかじろう会　毎月
第1㈮10時～12時。アビスタ。無料（た
だし会場費は負担）。数名。 山本☎
7132－6072
▼讃美歌を歌う会 ご一緒に讃美歌を
歌いませんか? 　11月・12月はクリ
スマスの讃美歌を歌います。毎月第3
㈮10時～12時。近セこもれびほか。
月 200 円。 堀 越 ☎ 080 － 5535 －
4335
▼英語談話室　毎月第1・3㈯15時～
17時。アビスタか我孫子北近セ並木。
テキストや事前に用意した原稿は使わ
ず全く英語だけで自由におしゃべりを
楽しむ会。月300円。 佐伯☎7185
－0787

ほか。当日800円、前売500円（小学
生以下無料）。 松村☎7169－9529
▼Windows8.1講座　10月26日㈰9
時30分～12時15分。けやきプラザ10
階。初級・中級（モダンUI、ストアア
プリ）、上級（OneDrive…PC持ち込
み可）、各45分。各400円（要予約）。

今泉☎090－4715－2905

会員・仲間募集

▼社交ダンス ワルツ講座　10月5日
㈰13時30分～毎週㈰5か月。布施近
セ（柏市）。中級程度のルーティンを1
曲レッスンします。1回500円。 町
田☎7184－9559
▼ドイツ語学習のためのルター訳聖書

（原書）講読会　毎週㈬10時～12時。
アビスタ。無料（ただし会場費は負担）。
数名。 山本☎7132－6072
▼ギターその他の楽器を演奏しなが

数の場合は抽選）　費男性6800円、女
性5800円　 ・ 10月31日㈮17時ま
でに我孫子市社会福祉協議会☎7184
－ 1539 wedding@abiko-shakyo.
com

講演・講座・教室
◆犬のしつけ方教室＆相談会
日・所◎オリエンテーション＆相談会
10月25日㈯10時～13時（アビスタ）　
◎実技　11月15日㈯・29日㈯10時～
12時30分（手賀沼公園芝生広場）※実
技のみ雨天中止　対・定全日参加で
きる方、15組（要予約）　費無料　
・ 10月17日㈮までに電話で 日本
愛玩動物協会千葉県支部☎047－701
－1051
◆普通救命講習Ⅲ
日10月18日㈯9時～12時　所消防本
部　内主に小児・乳児・新生児に対す
る心肺蘇生法、AEDの使用方法、応
急手当全般の習得（講習終了後に救命
技能適正と認められた方には、修了証
を交付）　対・定市内在住・在勤・在
学の方、先着30人　費無料　 ・
直接または電話で消防本部警防課☎
7181－7701（㈷を除く平日9時～17時）
◆犬の飼い方教室
日10月18日㈯9時～12時（雨天実施）
所東葛飾合同庁舎正面駐車場　内獣医
師、訓練士による飼い方講習としつけ
方の実技　対・定市内在住の方、先着
20組　費800円　 ・ 千葉県松戸健
康福祉センター☎047－361－2139
◆秋の野菜を使ったおやつと
　新米お赤飯
日10月20日㈪10時～13時　所湖北地
区公民館　内我孫子産の秋のお野菜を
使ったおやつ作り。講師…池田尚史
さん（和菓子の福一店主）　定先着20
人　費500円　持エプロン、ふきん、
三角巾、筆記用具、持ち帰り用容器　

・ 電話であびこ型「地産地消」推
進協議会事務局☎7128－7770（㈪・
㈫・㈭9時～17時）

50分・雨天中止）　内ツリーマスター
クライミングアカデミーによるツリー
イング（木登り）　対・定小学生、各
回6人　費1230円　持手袋（すべり止
め付き）、バンダナ　◎フリーマーケッ
ト出店者　日11月1日㈯　申込方法往
復ハガキ（10月17日㈮必着・電話不
可）。結果は10月18日㈯以降返信用ハ
ガキで（応募者多数の場合は抽選）　

〈共通〉 取手グリーンスポーツセン
ター☎0297－78－9090 http://w
ww.toride-green-spocen.com
◆山階鳥類研究所常勤事務局員
勤務時間平日10時～17時（12時～13
時昼休み）　所山階鳥類研究所　内経
理・税務、一部労務　対簿記2級以
上、要経理実務経験（エクセル必須）　
賃金約18万円以上（社会保険あり）　
選考方法書類、面接（1次・2次）　
・ 履歴書（写真貼付）に必要事項を明
記し、10月17日㈮消印有効で〒270
－1145高野山115 山階鳥類研究
所☎7182－1101
◆和太鼓まつり出店者
日11月16日㈰9時45分～15時※雨天
中止　所湖北台中央公園　出店料1区
画2000円（間口3m×奥行き2m）、コ
ンセント1000円※テントなし　対市
内事業者※飲食許可業者以外は飲食品
取り扱い不可　定30区画　 ・ ハ
ガキに店名、品目、代表者名、電話
番号を明記し、10月19日㈰必着で〒
270－1132湖北台3の2の8林文昭☎
7187－0333

44434433お知らせ
◆行政書士会　街頭無料相談会
日・所①10月4日㈯・5日㈰JR松戸駅
西口広場②10月18日㈯JR柏駅スカイ
プラザピロティ、いずれも10時～16
時（荒天中止）　内相続・遺言・成年
後見・許認可手続きの相談ほか（申込
不要）　 千葉県行政書士会東葛支部
監察部☎7162－6615
◆猫犬譲渡会
日10月5日㈰、19日㈰、11月2日㈰、
16日㈰、30日㈰いずれも11時～14
時　所市役所駐車場（雨天実施）※持
ち込みは要事前連絡。引き取りは行っ
ていません　 ねこわんこ☎080－
8723－9550
◆手賀沼水域で釣りなどの遊漁活動
　をする方へ
手賀沼水域で釣りなどをする場合は遊
漁料の納付が必要です　費1日券（日
釣券）500円、1年券（年釣券）3000円 
※納付いただいた遊漁料は、手賀沼の
魚の増殖や水質浄化に活用していま
す　 手賀沼漁業協同組合☎7185－
2424、 我孫子手賀沼漁業協同組合☎
7182－4626
◆楽平成27年 成人式
日平成27年1月11日㈰　午前の部（10
時～受付）…我孫子中・白山中学校区
にお住まいの方　午後の部（13時～受
付）…久寺家中・湖北台中・湖北中・

布佐中学校区にお住まいの方　所けや
きプラザ　対平成6年4月2日～平成7
年4月1日生まれで、市内在住の方（12
月上旬に案内通知発送）※市内小・中
学校卒業生で、市外在住の方も出席で
きます※車いす専用スペースあり。ま
た式典中は、舞台上の手話通訳者が視
聴をお手伝いします　 教育委員会生
涯学習課☎7185－1602
◆「第40回 チャレンジスポーツフェ
　スタ」の訂正について
広報あびこ9月16日号5面に掲載した
古城茂幸元読売巨人軍選手の講演は
15時～16時30分に変更となりまし
た　 チャレンジスポーツフェスタ実
行委員会☎7187－7110

【我孫子南地区まちづくり協議会】　
◆「ママのエスニックランチ」
　ママだけの楽しいランチタイム! 
日10月20日㈪10時～12時　メニュー
にらのエスニック春巻き、ひじきのマ
リネサラダ、ラッシーほか　対・定妊
娠中～2歳までのお子さんがいる方、
先着10組（託児あり）　費500円（別途
託児1人500円）　持エプロン・三角
巾・ハンドタオル・おんぶひも・お子
さんの好きな物　所・ ・ 10月1日
9時～電話で我孫子南近隣センター☎
7181－1011

【湖北台地区まちづくり協議会】　
◆お楽しみ映画会2
日10月7日㈫13時30分～15時30分

（13時開場）　内「武士の献立」の上映
定先着130人　費無料　所・ 湖北台
近隣センター☎7187－1122

【根戸地区まちづくり協議会】　
◆第24回 文化祭
日10月11日㈯～13日㈷9時30分～16
時（初日のみ17時まで）　内バザー（11
日10時～）、展示（11日・12日9時30
分～）、発表（13日10時～）、カレー販
売（13日のみ200円）　所・ 根戸近
隣センター☎7183－5363

【ふさの風まちづくり協議会】　
◆寺子屋（てらこやせみなー）
日10月11日㈯、25日㈯10時～12時　
内江戸時代の面白さ～幕藩体制と利根
川河岸　講師…石井英朗さん（東日本
国際大学名誉教授）　対・定中学生以
上、40人
◆岡田博士記念講演会
日10月19日㈰13時30分～15時　内
講演会（講師…足立俊嶺さん、村田正
敏さん、小林和彦さん）、石井英朗さ
んと講師による座談会　

〈共通〉費無料　所・ ・ 近隣センター
ふさの風☎7181－6211

【天王台北地区まちづくり協議会】　
◆近隣アート展
日10月11日㈯13時～17時、12日㈰
10時～16時　内絵画、書道、手芸、
水墨画などの展示。体験コーナー、喫
茶コーナーあり　所・ 天王台北近隣
センター☎7182－9988

◆ジョブカフェ出張版面接練習セミナー
日10月21日㈫10時30分～13時（受付
10時20分～）　所ジョブパーク柏　内
面接における立ち居振る舞いを実践練
習　対・定就職を希望している15～
39歳までの方、16人（要予約）　費無
料　 ・ ジョブカフェちば☎047－
426－8471（平日9時～18時）
◆古文書解読を初体験!!「平成26年度
　市史研　古文書初心者講座」
日10月29日㈬、11月7日㈮、12日
㈬、21日㈮9時30分～11時30分（4回
共）　所けやきプラザ7階研修室　定
先着50人（要申込）　費2000円（資料
代込み、4回分、1回でも同額）※会員
1000円　 往復ハガキで往信の裏面
に氏名・郵便番号・住所・電話番号、
復信の表面に申込者の宛先を明記し、
〒270－1132湖北台5の15の17岡本
和男方市史研事務局あて、Eメールも
可。 gasonsi@jcom.home.ne.jp　

岡本☎7149－6404
◆「講演会」自分らしく生きる　
　－人間の尊厳を守る成年後見制度－
日11月14日㈮13時30分～16時（13時
開場）　所けやきプラザ　内第一部「人
間の尊厳を守るために」講師…新井誠
さん（日本成年後見法学会理事長）　第
二部「品川区社協の先進的な取り組み」
講師…斎藤修一さん（品川成年後見セ
ンター所長）　第三部「私たちがめざ
す市民後見活動」　対先着400人　費
無料　 ・ 11月10日㈪までにファ
クス、Eメール、ハガキ。住所、氏名、
電話番号を明記。 7187－5657
Info@t-shimin-kouken.org〒270－
1132湖北台6の5の20 認定NPO法人
東葛市民後見人の会事務局☎7187－
5657

募集
◆取手グリーンスポーツセンター
　第4回 グリスポ祭り参加者
◎ツリーイング　日11月1日㈯①10
時～②11時～③13時～④14時～（各
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