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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：アメリカ編
10月19日㈰13時～16時けやきプラザ
10階会議室。アメリカを旅して食べ
て思った事考えた事など。資料代200
円。 上原☎7184－5322
▼乗馬とさつまいも掘り　10月19日
㈰13時30分～（雨天延期）仲馬倶楽
部。芋掘りのみ可。800円（小学生以
下500円）。先着50人（要予約）。持ち
物要確認。 我孫子乗馬会☎7188－
2864
▼ワンコイン500円で英会話体験会　
10月20日㈪・29日㈬初心者10時30
分～、中級11時30分～けやきプラザ

ほか。カナダ人講師と少人数で英会
話。初心者・中高年・キッズクラスあ
り。先着5人。 English360°☎050
－3709－5874
▼自

じきょうじゅつ

彊術無料体験　10月21日㈫13時
～14時30分、30日㈭15時～16時30
分アビスタ。どなたでもできる健康保
持のための全身体操。 自彊術普
及会千葉県支部・菊川☎7169－3698
▼寿JAPAN仲人会　10月21日㈫、
11月4日㈫15時10分～17時45分アビ
スタ第3学習室。講師…松木。10人。
無料。 松木☎090－5311－9662
▼川村学園女子大学鶴雅祭2014　
10月25日㈯・26日㈰10時～16時。
25日F:ma、26日竜星涼ゲスト出演。
その他イベントあり。 同実行委員

会☎7183－5538
▼オータムコンサート　10月29日㈬
13時～あびこ市民プラザ。チャイム
演奏とミュージカル「マッチ売りの老
女」みんなで歌おうコーナーあり。無
料。 山崎☎7188－5598
▼家事家計講習会　10月30日㈭けや
きプラザ、11月13日㈭天王台北近セ
10時～11時45分。400円。託児あり
（要予約、200円）。 ・ 全国友の会・
斉藤☎ 7185－5168
▼ワンデーシェフの店ほのぼ～の第2
弾　10月30日㈭12時～一粒の麦（都
部83の1）。おしゃべりとイタリアンを
楽しむ会。1300円。要予約。 ・ 佐々
木☎080－5203－8380
▼亀川清人復興祈願ペン画展　10月
30日㈭～11月8日㈯。東日本大震災
の悲惨な情景を現地に足を運び復興を
願いペン一本で繊細な筆致で描いた作
品。入場無料。所・ ギャラリー芙
蓉☎7106－1369
▼かみさまとのやくそく上映会　10月
31日㈮13時30分～16時30分我孫子

北近セ並木。胎内記憶を語る子ども
達。アロマで母と子の絆作り。1000
円。 アロマセラピーの会・森☎090
－9397－3019
▼あびこ祭フリーマーケット　11月
1日㈯・2日㈰10時～15時中央学院
大学。入場無料、出店料2000円。
NPO法人フリーマーケット推進ネッ
トワーク☎048－268－8711
▼野草塾　11月8日㈯10時～12時北
千葉導水ビジターセンター内。「タネの
旅立ち戦略」講師…渋谷さん（自然観
察指導員）。無料。大人、子ども歓迎。
㈱光風ガーデン☎7182－9876（平

日のみ）

会員・仲間募集

▼英会話サークル「エコー」　毎月2回
㈪（㈷以外）10時～12時湖北台近セ。
日常英会話初級（上）。女性外国人講師。
若干名。月3000円。 永島☎7187－
2472、鈴木☎7188－3805

イベント
◆チャレンジDAY体験イベント
日10月25日㈯13時30分～15時　所
我孫子南近隣センター、あびこ市民活
動ステーション　内体験イベント①市
民ガイドによる我孫子宿探訪②ニュー
スポーツ入門※イベント後には団体と
のマッチングイベントあり　対・定
地域での活動に参加したい方・興味の
ある方、各20人（応募者多数の場合は
抽選）　費無料　 ・ ファクス、E
メールに住所、氏名、年齢、電話番号、
希望イベント（複数名の場合は人数分
を記入）を明記し10月22日㈬必着。市
民活動支援課 7185－5777 sks@
city.abiko.chiba.jp☎7185－1467
◆第38回 あびこ福祉バザー
日10月25日㈯10時30分～15時（売り
切れ次第終了）※雨天実施　所アビ
イクオーレ3階アビイホール（イトー
ヨーカドー我孫子南口店）　内市の福
祉推進を目的としたバザー　 あびこ
福祉バザー実行委員会☎7184－1539
◆第26回 「習作展」
日10月25日㈯12時～17時・26日㈰
10時～17時・27日㈪10時～16時　
所あびこ市民プラザ　内シルバー人材
センター主催教室の作品展　費無料　

我孫子市シルバー人材センター

☎7188－2200
◆リサイクル・フリーマーケット
　（同時開催…家具販売）
日10月26日㈰10時～12時30分　所・
ふれあい工房（青山450）☎7186－

5500
◆船戸の森をきれいにしよう、
　みんなでサツマイモほりしよう
日10月26日㈰10時～13時※小雨実
施　所船戸の森のあずまや集合　内船
戸の森の自然観察とそうじ（枯れ枝拾
い）と手賀沼ファームでサツマイモほ
り　対・定市内在住の子どもと大人
（小学校低学年以下は保護者同伴）、先
着30家族（要事前申込）　費無料　 ・
中丸☎7169－3405

◆第44回 我孫子市民剣道大会
日11月16日㈰9時30分～　所市民体
育館　種目小学校低学年・高学年、
中学男子・女子、高校男子・女子、
大学一般男女3段まで、大学一般男女
4段以上（全種目個人戦）　費小・中学
生300円、高校生以上500円（当日徴
収）　 ・ ハガキ、ファクスに参加
種目、住所、氏

ふ り が な

名、電話番号、性別、
年齢、学年、段級位を明記し10月27
日㈪必着。〒270－1132湖北台3の
11の5 日高靖輝☎ 7169－3115☎
090－5403－2012
◆第1回 スポーツ吹矢市民大会
日11月22日㈯9時30分受付　所市民
体育館武道場　種目10m・8m　対市
内在住・在勤・在学で経験者の方　費
無料　持スポーツ吹矢用具　 ・ ハ
ガキに、種目、氏名、性別、電話番号
を明記し10月31日㈮必着。〒270－
1165並木7の15の7新村武司☎7182
－0827
◆取手グリーンスポーツセンター
　第4回 グリスポ祭り
日11月1日㈯9時30分～15時　内フ
リーマーケット、音楽祭、体力測定、

ウオークラリー、ツリーイングなど。
詳しくはホームページをご覧くださ
い　所・ 取手グリーンスポーツセ
ンター☎0297－78－9090 http://
www.toride-green-spocen.com
◆れんげ米収穫祭
日11月1日㈯10時～14時※小雨実施・
雨天中止　所高野山新田（手賀沼親水
広場第2駐車場隣）　内れんげ米・野
菜・農産加工品・苗の即売会（入場
無料）　 岡田農場☎090－9383－
7322、農政課・内線510
◆ちばハートフル・ヒューマンフェスタ2014
日12月4日㈭13時～16時　所千葉市
民会館　内菊池桃子さん（女優）によ
る講演、大島花子さん（歌手）による
コンサート　定1000人（申込多数時
抽選）　費無料　 ・ 往復ハガキに
郵便番号、住所、氏名、電話番号、入
場希望人数（1通につき2人まで、無記
入は1人）、託児サービス・手話・要
約筆記通訳希望の有無、返信用あて
先を明記し11月4日㈫必着。〒260－
0855千葉県庁内郵便局留ちばハート
フル・ヒューマンフェスタ事務局☎
043－223－2348

講演・講座・教室
◆住まいのセミナー・相談会
日11月2日㈰①9時45分～12時②12
時45分～15時　所久寺家近隣セン
ター　内木造住宅のリフォームと耐震
について。質問コーナーあり　対市内
在住の方　費無料　 ・ 我孫子市住
宅センター協議会☎7185－9901
◆中高年向け再就職支援セミナー・
　生活就労に関する出張個別相談
◎セミナー　日11月13日㈭10時～12
時30分（9時50分～受付）　内再就職
活動の進め方、公共の職業訓練、求人
情報の収集と使い方、応募書類の書き
方（充実した経歴書）と面接対策　対・

定40歳～65歳の就職活動中の方、20
人（予約制）　◎生活就労に関する出
張個別相談　日11月13日㈭13時30分
～16時（1人30分）　内住居確保、生
活維持、能力開発、就活ノウハウなど
の情報提供を含む相談など　対・定
求職者（男女年齢不問）、4人　〈共通〉
所あびこ市民プラザ　費無料　 ・
企業立地推進課☎7185－2214
◆「市民のための公開講座」
◎障害者施設　日11月22日㈯　講師
NPO法人自立サポートネット流山理
事長・勝本正實さん　◎認知症介護　
日12月5日㈮　講師特別養護老人ホー
ム和楽園施設長・佐藤夕美子さん　
◎エンディングノート　日12月12日
㈮　講師認定NPO法人東葛市民後見
人の会理事・青木敏郎さん　〈共通〉時
間10時～12時　所けやきプラザ7階研
修室　定各先着40人　費無料　 ・
住所、氏名、電話番号、メールアドレ
スを明記し、ファクスまたはEメール。
NPO法人東葛市民後見人の会事務局
☎ 7187－5657 h-n-sumita@jco
m.home.ne.jp

募集
◆あびこ型地産地消推進協議会事業
◎あびこエコ農業 enjoyプロジェク
トメンバー　日10月25日㈯18時～20
時（1回目）　所けやきプラザ10階A会
議室　内環境にやさしい農業の学習
会、地元の農家とマルシェの立ち上げ、
環境保全型農業の推進など　◎エコ農
業取り組み農家の見学バスツアー参加
者　日11月23日㈷8時50分～17時我
孫子ふれあい広場（我孫子駅北口）集
合　所小川幸夫さん（柏市農家）、さん
ぶ野菜ネットワーク（山武市）　定45人
（11月14日㈮までに先着順）　費無料
（昼食代実費）　〈共通〉 ・ あびこ型
地産地消協議会･今村☎090－5333－
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