
11 No.1368   平成 26（2014）年 11月1日号広報 あびこ 

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
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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

▼ピアノ講座体験会　11月4日・18日
㈫10時～天王台北近セ。18時～アビ
スタ。憧れの曲を気軽に。グループで
楽しさ共有し、脳も活発・身心健康に。
初心者歓迎。 高木☎080－5683－
1080
▼ヨガ＆Eキッズ体験会　11月5日㈬・
12日㈬13時～アビスタ。お母さんが
ヨガをしている間、お子さんはカナダ
人の先生と英会話を楽しみます。親子
で500円。 ヨガ＆Eキッズ☎090－
5498－0715
▼プリザーブドフラワーアレンジメント

11月6日㈭10時～12時。あびこ市民
プラザ会議室2。クリスマスリースア
レンジ。先着6人（要予約）。4500円。
Atelier En・上村☎090－6114－
3039
▼市民総合会塾　アビスタ。11月8日
㈯第2学習室、18日㈫第4学習室、12
月13日㈯第5学習室、20日㈯第2学習
室12時10分～14時45分。無料。講師
…松木。 松木☎090－5311－9662
▼ジュニアクラリネットアンサンブルコ
ンサート　11月8日㈯13時30分開演。
湖北地区公民館。地域の小中学生によ
るクラリネットアンサンブルコンサー
ト。無料。 大竹☎7187－7414
▼我孫子の史跡と自然を訪ねて　11

月9日㈰9時30分～12時30分（雨天中
止）。我孫子駅南口階段下集合、水の
館解散。30人。200円。飲み物、雨
具持参、歩きやすい服装と靴で。 東
葛しぜん観察会・小島☎7183－1449
▼クッキング講座　11月9日㈰アビス
タ。◎10時～13時「英語でハイチ料
理」。2000円。◎14時～17時「親子
でスコーン作り」。1500円。 Link 
Tohoku・西廣☎090－2326－4510
▼みんなで歌いましょう! 抒情歌を　
11月9日㈰14時～近セこもれび。飲
み物、お菓子付。500円。 コスモス
の会・小林☎7183－5331
▼第14回 一彩会展油絵、水彩画　
11月11日㈫～16日㈰10時～17時（初
日13時～、最終日16時まで）。さわや
かちば県民プラザ（柏の葉公園）。無料。
一彩会・鈴木☎7184－7344
▼名戸ヶ谷あびこ病院公開講座「糖尿
病とシックデイ」　11月14日㈮14時～
15時（受付13時30分～）。7階大会議
室。講師…山川晴重副院長。50人（要
予約）。無料。所・ ・ 名戸ヶ谷あ

びこ病院☎7157－2233
▼講座「良い姿勢」の本当のこと　11月
15日㈯13時～15時。アビスタ。一人
ずつ立ち方、呼吸、発声法を指導。5人。
5000円。 ぷりずむ・西廣☎090－
2326－4510
▼親子体験デーキャンプ　11月16日
㈰10時～15時（雨天中止）。五本松ふ
れあいキャンプ場。ボーイスカウト我
孫子2団が色々な遊びと野外料理を手
解きします。市内在住の方、先着20人。
1人300円。 ・ 松井☎7169－7356
▼里芋掘りと芋煮会　11月15日㈯10
時30分～14時（雨天中止）。むつぼし
第二農園（北新田）。昼食代400円、お
土産代200円。長靴、汚れてもいい服
装で。 ・ 11日㈫までにむつぼし
☎7184－6258
▼クリスマス大ダンスパーティ♪　11
月21日㈮13時45分～16時30分。あ
びこ市民プラザ。ケーキ等、プレゼン
トもあり。フォーメーション・ミキシ
ング等あり。1200円（前売り1000円）。
フレンドリィ・渡辺☎7184－4897

イベント
◆あよう祭
日11月8日㈯9時35分～14時10分　
内劇・踊り・音楽活動などの発表、
作品展、バザー、布佐中吹奏楽部によ
る演奏　所・ 千葉県立我孫子特別
支援学校☎7187－0831
◆あびこショッピングプラザ
　クリスマスイルミネーション点灯式
日11月8日㈯17時～19時（点灯期間12
月25日㈭まで、16時30分～23時）　
費無料　所・ あびこショッピングプラ
ザ（1階ガーデンコート）☎7185－2000
◆KOYO祭
日11月15日㈯9時30分～14時　内農
作物や手芸品の販売、野菜収穫などの
体験コーナーほか※上履き持参　所・
千葉県立特別支援学校流山高等学

園（本校舎第2キャンパス）☎7148－
0200
◆湖翔祭
日11月15日㈯9時40分～14時15分　
内作業製品の販売、作品展、生徒発表
ほか　所・ 千葉県立湖北特別支援学
校☎7188－0596
◆農家と市民の交流イベント「採って
　食べよう! 秋のお野菜で芋煮会」
日11月15日㈯10時～12時（雨天中止）
所荒井茂夫農園（岡発戸1218の2）※
駐車場あり　対・定市内在住・在勤、

先着30人（要予約）　費300円　持長靴、
軍手、タオル、帽子、飲み物、お椀

わん

、
お箸、スプーン　 ・ あびこ型「地
産地消」推進協議会事務局☎7128－
7770（㈪・㈫・㈭9時～17時）
◆チャリティーバザール
日11月15日㈯10時～14時（荒天中止）
所アビスタ前広場　内日用品などのバ
ザール（バザール用品は10日㈪まで受
付）※売り上げは手賀沼遊歩道の野良
犬・猫を増やさない活動のための資
金とします　 手賀沼わんニャンクラ
ブ・大久保☎7183－1591
◆第5回 親子で福祉体験
日11月16日㈰10時～15時　内お年よ
りの体になって買い物をしてみよう、
こねこねせっけん作りほか※体験者に
プレゼントあり　対小学生と家族　費
無料　所・ 千葉県福祉ふれあいプ
ラザ介護実習センター（けやきプラザ）
☎7165－2886
◆第29回 レディースオープン
　卓球大会
日・所11月26日㈬9時～受付、市民体
育館　種目A・B・Cランク別団体戦（4
単1複）、1チーム5人～7人　対30歳以
上の女性　費1チーム4000円　 ・
11月7日㈮必着で封書。大会名・ラン
ク・チーム名・郵便番号・住所・氏名・
電話番号を明記し〒270－1164つくし
野3の5の103吉田常子☎7182－6974
◆歌声とアロマ～地域の世代間交流～
日11月26日㈬、12月24日㈬10時～
12時　所けやきプラザ7階研修室　内
季節の歌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☎090－6942－
8851 hoscare@jcom.home.ne.jp
◆響きあう世界へ
　―山口裕之氏をお招きして―
日11月26日㈬19時～（18時30分開場）
所アミュゼ柏クリスタルホール　内

ベートーベンピアノトリオ「大公」ほか
出演…山口裕之さん（前NHK交響楽
団第一コンサートマスター）、佐藤智
孝さん（チェロ）、児玉さや佳さん（ピ
アノ）　費3000円（学生1000円、当日
3500円）〈全席自由〉　入場券販売所
軽喫茶ぽぽら、浅野書店、さやの会　
さやの会・児玉☎7173－0656

◆柏交響楽団 第62回定期演奏会
日11月30日㈰14時～（13時15分開場）
所けやきプラザふれあいホール　内バ
イオリン協奏曲・交響曲第2番（ブラー
ムス）　出演…石崎真弥奈さん（指揮）、
永峰高志さん（バイオリン）　費1000
円（全席自由）　入場券販売所浅野書
店、軽喫茶ぽぽら　 柏交響楽団事
務局☎090－8443－0181

講演・講座・教室
◆ジョブカフェ出張版
◎応募書類セミナー　日11月4日㈫　
内履歴書・職務経歴書・添え状の書き方
◎面接練習セミナー　日11月18日㈫
内面接における立ち居振る舞いの実践
練習　〈共通〉時10時30分～13時（10
時20分～受付）　所ジョブパーク柏　
対・定就職を希望している15歳～39
歳の方、16人（要予約）　費無料　 ・
ジョブカフェちば☎047－426－8471 
◆シニアに役立つ
　楽しいスマートフォン教室
日①11月8日・15日・22日・29日②
12月6日・13日・20日・27日いずれ
も㈯13時30分～16時　所スーパーマ
スダ湖北店3階　対・定60歳以上の初
心者の方、各先着12人　費無料　 ・
電話、Eメール。受講希望月（①・

②）、住所、氏名、年齢、性別、電話
番号を明示しNPO法人あびこ・シニ
ア・ライフ・ネット☎7197－3308
aslnschool@live.jp
◆とっておきの親子学級
　＠あびこショッピングプラザ

日11月11日㈫・27日㈭、12月9日㈫・
25日㈭、平成27年1月13日㈫・22日
㈭、2月10日㈫・26日㈭、3月10日
㈫・26日㈭いずれも11時～12時、13
時30分～14時30分　所あびこショッ
ピングプラザ　内子育てを支えるママ
サポーターとの昔ながらの安全で安心
できる頼り合いを推進する　対・定子
育て中の親子、先着30組　費無料　
各回の前日の17時までに、ホーム

ページ（ http://asmama.jp/）から
申し込み　 AsMama・北林☎045
－263－6433 info@asmama.jp
◆人生100年時代に立ち向かう
　心の健康作りセミナー
日・内①11月18日㈫「高齢者福祉に
おける成年後見制度の有用性」大曾
根寛さん（放送大学教授）②12月16日
㈫「在宅介護時代に立ち向かう心の健
康づくり」黒岩亮子さん（日本女子大
学専任講師）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
◆「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11月25日㈫10時～　所天王台北近
隣センター　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）
◆がん治療のための市民公開講座
日11月30日㈰13時～16時　所柏の葉
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