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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

▼我孫子の文化を守る会 放談くらぶ
10月4日㈯14時～16時。アビスタ第2
学習室。『相馬霊場八十八ヶ所物語Ⅲ：
歴史と文化をもう一度考えてみよう』・
三谷和夫。 佐々木☎7185－0675
▼平成会10月例会公開講演会　10月
8日㈬13時30分～。けやきプラザ10
階市民活動ステーション。成田線「駅
の道・水空ラインに乗って遊ぼう」。
講師…豊田敏則。先着20人（申込不

要）。無料。 中村☎7187－2934
▼皆既月食を見よう　10月8日㈬17
時30分～21時50分。五本松運動広場
集合（五本松公園ではありません）。
無料。暖かい服装、デジカメ、往復安
全運転。当日の可否16時。東葛星見
隊HP。 岸野☎7184－3078
▼プリザーブドフラワーアレンジメ
ント　10月9日㈭10時～12時。あび
こ市民プラザ会議室2。ハロウィンア
レンジ。先着6人（要予約）。4500円。

Atelier En・上村☎090－6114－
3039

▼若返りの水（世界最古の香水）を作
ろう♪　10月9日㈭10時30分～。け
やきプラザ。ドライハーブで作りま
す。先着8人（要予約）。800円（材料
費別途）。 ・ 吉田☎080－4670－
6336
▼手賀沼ウオーキング教室　10月11
日㈯9時30分～13時15分。受付アビ
スタ横東屋。5キロ。300円（資料他）。
11月8日㈯手賀沼ふれあいウオーク会
場。10キロコース内。 千葉県Ｗ協
会・須藤☎7184－6204
▼気楽に参加 あびこ市歩こう会　10
月12日㈰我孫子駅8時15分乗車、東
京駅下車。皇居周辺散策10キロ（雨天
中止）。昼食持参。300円。 米川☎
090－2458－6686
▼下水処理場の仕組みについて学びま
せんか? 　10月12日㈰10時～15時。
我孫子市産業まつり。来場者に下敷き
配布。出展企業…水ing・メタス・特

産JV。 終末処理場☎7189－6820
▼モン・シュシュほっとひとときコ
ンサート（ハーモニカ・バイオリンと
ピアノの愉快な仲間達）　10月18日㈯
13時30分～。湖北地区公民館。無料。

砂川☎090－3046－0317
▼気功・身心健康セミナー　10月19
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）締切10月17日㈮。

・ 山中☎7183－6459
▼名戸ヶ谷あびこ病院公開講座「旅行
医学」　10月20日㈪14時～15時（受付
13時30分～）。7階大会議室。講師…
潘宣超医師。50人（要予約）。無料。所・

・ 名戸ヶ谷あびこ病院☎7157－
2233
▼柏市民吹奏楽団演奏会　10月26日
㈰14時開演。森のホール21。指揮…
米津俊広。組曲「シバの女王ベルキス」

イベント
◆ふくしフェスタ2014
日10月4日㈯10時～14時（雨天中止）
所手賀沼公園中央通路・芝生広場　内
市内障害福祉施設の出店（洋菓子・漬
物などの食品、手芸・木工・陶芸作品、
野菜の販売、焼きそば、綿あめほか）　

あらき園☎7185－2459
◆第19回 生涯学習フェスタ2014
日10月5日㈰10時～15時　所モラロ
ジー研究所（柏市）　内「家族のきずな・
地域のつながり」をテーマにした各種
イベント　費無料（一部有料コーナー
あり）　 同事務局☎7173－3212
◆第28回 我孫子市ペタンク大会
日10月19日㈰8時30分集合（小雨実
施）　所川村学園女子大学運動場（附
属保育園隣）　内3人1チームによる
リーグ戦（初心者歓迎）　対市内在住、
在勤、在クラブ、近隣市の方　費1人
300円（保険代など、当日徴収）　 ・

ハガキに大会名、チーム名、参加者
全員の住所・氏名、ボールの有無、代
表者の電話番号を明記し10月10日㈮
必着で〒270－1165並木6の9の5児
玉嘉昭☎7184－8947
◆第18回 どんとこまつり
　～みずきで楽しもう  地域のわ～
日10月11日㈯11時～14時　所障害福
祉サービス事業所みずき（古戸804）※
駐車場あり　内各種模擬店、各作業所
の製品販売、ステージ発表など　 同

事業所☎7187－5171
◆KJSO子ども音楽づくり
　ワークショップ2014
日10月12日㈰①10時45分～②13時
15分～　所柏駅東口広場　内セント
ポール組曲より、千と千尋の神隠しほ
か　出演…柏ジュニアストリングオー
ケストラ、宮部小牧さん（ソプラノ）　
費無料　 石田☎7139－6069
◆第3回 あびこ市民グラウンドゴルフ大会
日11月11日㈫（雨天時11月18日㈫）9
時～12時45分　所五本松運動広場　
内32ホールの個人戦　対市内在住・
在勤・在クラブ　定先着120人　費
800円（当日徴収）　 ・ 往復ハガキ
に氏名・住所・電話番号・年齢を明記し、
10月15日㈬必着で〒270－1173青山
847の5あびこ三小健康クラブ・越前
良男☎7184－7635
◆第9回 千葉県福祉機器展2014
　「生活と生き方を支援する福祉用具」
日10月17日㈮10時～17時、18日㈯10
時～16時　所けやきプラザ　内①福
祉機器の展示と紹介②骨密度測定・当
事者体験・介護の相談窓口③出展者
セミナー17日㈮13時30分～「認知症に
関連する軽度難聴の早期発見」、15時
～「床ずれ予防について」④専門職研
修公開セミナー18日㈯13時30分～「生
活と生き方を支援する福祉用具と福
祉住環境の専門家として福祉用具サー
ビス提供者が社会から求められている
もの」講師…山本一志さん、寺光鉄雄
さん⑤福祉機器展ガイドツアー両日12
時～　費無料　 同事務局☎7165－
2886
◆楽卓球市民大会
日11月3日㈷9時受付　所市民体育館
種目中学生の部…男女別シングルス・
ダブルス、男子の部…高校生・45歳
未満・60歳未満・60歳以上のシング
ルス・男子ダブルス、女子の部…シ
ングルス（年齢制限なし、団体戦にも
出場可）、団体戦（4人の3複、合計年
齢が250歳未満、250歳以上の部）、

ラージボールの部…団体戦（3人の3
複、チーム編成は男子1人・女子2人、
または女子3人）　対市内在住・在勤・
在学の方（連盟会員のみでは不可）　
費シングルス300円（中学生200円）、
ダブルス600円（中学生400円）、女子
団体1200円、ラージ団体900円　 ・

ハガキ。大会名、種目、団体名、住
所、氏名、生年月日、電話番号を明記
し、10月17日㈮必着で〒270－1164
つくし野3の5の103吉田常子☎7182
－6974
◆楽陸上競技市民大会
日・所10月25日㈯受付8時30分～柏
の葉公園総合競技場（雨天時6時以降
に問い合わせ、荒天中止）　種目①一
般・高校男子…100m・5000m・砲丸
投げ・走り幅跳び②一般・高校女子…
100m・3000m・砲丸投げ・走り幅跳
び③中学男子…1年100m・1500m、
共通100m・200m・800m・1500m・
3000m・4×100mR・砲丸投げ・走
り幅 跳び ④ 中 学 女子…1年100m、
共 通 100m・800m・1500m・4 ×
100mR・砲丸投げ・走り幅跳び⑤小
学 男 子・女 子 …4～6 年 各100m、4
年生以 上共通1000m・4×100mR・
走り幅跳び　費1人1種目500円（市内
在住の小・中学生は300円）　 ・
ハガキに種目・最 近の記 録・住 所・
氏
ふ り が な

名・年齢・電話番号・所属を明記し、
10月18日㈯必着で〒270－1143天王
台1の13の2村田寛☎7185－2226
◆市民大会 硬式テニス（シングルス）
日11月15日㈯・22日㈯（予備日29日㈯）
所市民体育館テニスコート　種目男子
…一般、45歳以上、60歳以上、女子
…一般、50歳以上　対市内在住・在勤・
在学・我孫子市テニス連盟加盟団体登
録者　費1人1000円　 ・ Ｅメー
ル。件名「市民大会シングルス出場申
込」、種目、クラス、氏名、所属また
は住所（在勤・在学の場合は勤務先ま
たは学校名）、一般以外は年齢・電話
番号を明記し10月18日㈯必着で山来

info@abkta.main.jp☎090－7284
－2558 http://abkta.main.jp
◆ふれあい塾あびこレクチャーコンサート
日 10 月 23 日 ㈭ 14 時 開 演（13 時 30
分開場）　所けやきプラザふれあい
ホール　曲目トルコ行進曲、トゥモ
ロー、マイ・ウェイほか　出演Diva-
Ranger（聖徳大学同窓生）　費1000
円（全席自由）　チケット販売所軽喫茶
ぽぽら、浅野書店、東京事務器　 ふ
れあい塾あびこ☎080－1364－0371
◆相馬霊場八十八ヶ所　
　我孫子の鎌倉みちと高野山道とは…
日10月26日㈰8時40分新木駅改札前
集合、12時30分ごろ解散（荒天時11
月2日㈰）　内新木駅―77番葺不合神
社―聖徳大師堂―25番―29番日秀観
音―将門神社―鎌倉みち―湖北駅前―
73番正泉寺―36番滝前不動―27番最
勝院―天王台駅前（約14㎞）　費500円

（当日徴収）　 熊倉☎0297－73－
3906
◆「健康フェア」元気なまちをめざして
　…自分の健康と体力の確認から! 
日10月27日㈪10時～　所近隣セン
ターこもれび　内◎講演「がん～治療
と予防～」（10時～） 講師…高橋一昭
さん（名戸ヶ谷あびこ病院長）　◎体
力測定（13時～、先着30人・要予約）
…6m歩行・握力・開眼片足立ちなど　
◎健康チェック（13時～14時）…肺活
量・身長・体組成計・血圧・血管年
齢・健康相談　◎頭の元気度チェック

（13時～、先着15人・要予約）　 ・
電話で天王台地区社会福祉協議会☎

7183－9009（第2・4㈫、㈷を除く平
日9時～12時・13時～16時）
◆お見合いバスツアー
　「縁結びのまち♡小江戸川越へgo!婚」
日11月30日㈰8時30分～17時　内川
越氷川神社散策、日本唯一のサツマイ
モ料理店「いも膳」ランチ、体験工房
での写真立て作り、お菓子横丁散策　
対・定男性28歳～38歳、女性25歳～
35歳までの独身の方、各17人（応募多

http://abkta.main.jp
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