
7 No.1369   平成 26（2014）年11月16日号広報 あびこ 情報ひろば・市民伝言板

〈市民伝言板のお申込み方法〉　1月1日号は掲載がありません。1月16日号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、12月8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　

情報
　ひろば
情報
　ひろば
情報
ひ

情報情報情報情報
ひひひひ

「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「日本の人口問
題を考える」　11月16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
▼ゴスペルコンサート　11月22日㈯
14時～、15時30分～。アビイクオー
レ1階エントランスホール。無料。
KSGC事務局☎080－3380－2530
▼ミニサロン「もっと知ろう高齢社会、
介護保険制度の実情/なかなか聞けない
介護施設のイロハと2015制度改正」11
月23日㈷13時30分～。我孫子北近セ並
木1階。20人。無料。 明日の我孫子

をつくる会・海津☎ 7184－9828
▼HugHugとステキな仲間たち～フ
ォーク・J－POPライブ～　11月23日
㈷18時開演。湖北地区公民館ホール。
無料。 石塚 tomotomoyuko037
@ezweb.ne.jp（Eメールのみ）
▼笛吹きたちのコンサート　11月24日
㈪14時～。けやきプラザ。フルートア
ンサンブルで「ブランデンブルク協奏曲
5番」他。前売り1200円、当日1500円、
高校生以下1000円。入場券取扱…軽
喫茶ぽぽら他。 高間☎7184－5417
▼スロー講習会♪　11月25日㈫、12
月9日㈫アビスタ12時30分～、12月2
日㈫近セこもれび13時～各1時間。初
級・中級スローの基礎から。足型あり。

1回500円。主催ラッキーフレンズ。
坂巻☎090－3962－2751

▼チューリップをアビスタのプランター
に植えよう!　11月27日㈭10時30分
～11時30分。アビスタエントランス。
1歳～未就学児の親子10組、寒くない
服装で。無料。 ガーデンクラブ・が
まだ☎090－8117－4098
▼「見える家計簿のつけ方」 11月28日
㈮13時30分～。我孫子南近セ（けやき
プラザ8階）。エクセルの機能を使っ
て簡単で見やすい家計簿づくり。先着
10人。1000円（資料代）。PC貸出あり
・ 郡司☎7184－4654
▼市民講座『男性の性機能障害と更年
期障害』　11月29日㈯13時45分開場。
けやきプラザ7階。講師・東邦大学佐
倉医療センター高波真佐治教授（当院
非常勤医師）。先着60人。無料。 ・
我孫子東邦病院☎7182－8166

▼コーチング勉強会　コミュニケー
ションが変わると人生が変わります。
暮らしに役立つ勉強会。11月30日㈰
13時～16時。アビスタ。先着10人。

500円。 ・ コーチングあびこ☎
080－1008－4375
▼朗読＆コンサート「サロン言の葉」　
11月30日㈰14時～。我孫子北近セ並
木2階。エレベーターあり。手作りの
演目で楽しい午後を。無料。新しい
場所につき要注意。 遠野☎7185－
2522
▼我孫子ラフタークラブ（笑いヨガ）　
12月3日㈬10時～11時15分。アビス
タ第1学習室。笑いを取りいれた体操
を皆で楽しく。20人。500円。 田
島☎090－4202－8579
▼第26回 あびこ市民クリスマス　12月
6日㈯13時30分～16時。けやきプラザ。
工藤篤子氏の讃美＆キャサリン・ポーター
氏のハープ。550人。前売800円（小学
生以下500円）、80歳以上無料チケット。
岡本☎7188－0006、7188－9831
▼我孫子の文化を守る会「放談くら
ぶ」　12月7日㈰14時～16時。あびこ市
民プラザ会議室1。「ドイツ科学史巡礼
の旅－明治留学生の足跡を訪ねる」伊
藤一男。非会員300円。 ・ 佐々木

イベント
◆1000カ所ミニ集会
日11月17日㈪10時～12時　内講演会
「心を開く～ちょっといい出会いを通
して～」　講師…馬場昭道さん（真栄寺
住職）、意見交換　所・ 我孫子特別
支援学校☎7187－0831
◆第16回 湖北台健康まつり
日11月22日㈯10時～12時　所湖北台
近隣センター　内健康測定（血圧・肺
活量・骨健康〈骨ウエーブ〉ほか）、体力
テスト（握力・体前屈・開眼片足立ち
ほか）、健康・介護相談、リラックス
体験（肩・背中・足指マッサージほか）
など　費無料　 湖北台地区社会福祉
協議会☎7188－1410
◆創造会フェスタ2014
日・所11月23日㈷10時～15時30分、
介護老人保健施設クレオ、平和台病院
内講演会、院内見学、骨密度測定、
おたのしみ大抽選会ほか　費無料　
平和台病院広報室☎7189－1250
◆R6（ルートシックス）混声合唱団
　第1回演奏会
日11月29日㈯14時開演（13時30分開
場）　所アミュゼ柏　内グノーのミサ、
ポピュラーソングほか　費無料（全席
自由）　 横井☎7182－9124
◆楽アビコでなんでも学び隊
　「はじめての書初め」（公民館主催講座）

日12月6日㈯13時～16時　所アビス
タホール　内大筆をつかって、書初め
課題を書く。講師…児玉壽雲さん（我
孫子市書道連盟）　対小学3年生、20
人（応募者多数の場合は抽選）　費200
円　 ・ 11月24日㈪必着でハガキ
かファクス。「はじめての書初め」宛、
住所、氏

ふ り が な

名、性別、学年、電話番号を
明記（連名不可・市内在住の方優先）〒
270－1147若松26の4我孫子地区公
民館 7165－6088☎7182－0511
◆婚活クリスマスパーティー
日12月21日㈰15時30分～18時　所
軽喫茶ぽぽら（けやきプラザ1階）　
対・定男性38歳～48歳、女性35歳
～45歳で未婚の方、男女各12人（応
募者多数の場合は抽選）　費3000円
（ドリンク・軽食付）　 ・ 11月
28日㈮までに電話、Eメールで我孫
子市社会福祉協議会☎7184－1539
wedding@abiko-shakyo.com
◆第35回 我孫子市オープン卓球大会
日・所12月23日㈷9時受付、市民体育
館　種目一般男女別シングルス・ダブ
ルス　費シングルス1000円（会員800
円、市内小・中学生500円）、ダブル
ス1組2000円（会員1600円、市内小・
中学生1000円）　 ・ 11月29日㈯
必着でハガキに大会名、種目、所属
（チーム名・学校名など）、郵便番号、
住所、氏名（ダブルスは2人分）、電話
番号を明記し〒270－1142泉9の24の
807川久保実☎7103－8319
◆手をつなぐ育成会
　第41回 クリスマス会
日12月14日㈰9時30分～12時30分　
所つつじ荘　対知的障害をもつ方と保
護者　費1組2500円（昼食、ケーキな
どのお土産付）　 ・ 11月30日㈰ま
でに電話、ファクスで住所、氏名、電
話番号を明示し石川☎090－8044－
3674☎ 7187－5389
◆第116回 史跡文学散歩

　「林芙美子旧居と上高田寺町を訪ねる」
日11月30日㈰我孫子駅改札口内9時
集合、15時現地解散（小雨実施）※事
前に高田馬場までの切符を購入　内西
武新宿線中井駅→林芙美子旧居→万昌
院（吉良上野介墓、初代歌川豊国墓、
林芙美子墓他）→願正寺（新見豊前守
墓）ほか。講師…越岡禮子さん（我孫
子の文化を守る会）　費500円（要事前
申込）※軽食持参　 ・ 越岡☎7184
－2047
◆ドルチェ・マンドリーノ
　第8回 定期演奏会
日12月5日㈮14時開演（13時30分開
場）　所アミュゼ柏　内金と銀、降誕
祭の夜、クリスマスメドレーほか。出
演者…青山忠さん（指揮）、ドルチェ・
マンドリーノ（演奏）　費無料（全席自
由）　 大塚☎7189－1817
◆第24回 手賀沼ふれあい清掃
日・所12月7日㈰9時～11時（8時45
分～受付）〈雨天時12月14日㈰〉、手賀
沼公園多目的広場集合　内手賀沼公園
や周辺道路、遊歩道の清掃、豚汁提供
（お椀

わ ん

と箸持参）　持タオル、軍手、長
靴※清掃作業ができる服装で。申込不
要。ただし団体参加は11月28日㈮ま
でに連絡　 手賀沼課・内線467※当
日実施の有無は、テレドーム☎0180
－99－1173（7時30分～）
◆第33回 我孫子市民コンサート
　「運命の出会い」
日12月20日㈯、21日㈰14時開演（13
時30分開場）　所けやきプラザ　内シ
ベリウス「バイオリン協奏曲」、ベー
トーベン「交響曲第5番『運命』」ほか。
出演者…冨平恭平さん（指揮）、植村理
葉さん（バイオリン）、我孫子市民フ
ィルハーモニー管弦楽団（演奏）　費
1000円（全席自由）　チケット販売軽
喫茶ぽぽら、ブックエース（イトーヨー
カドー我孫子店3階）、東京事務器　
北川☎7139－1353

講演・講座・教室
◆介護保険ボランティア講座
　「聴く力」を身につけよう
日12月4日㈭13時30分～16時（13時
15分～受付）　所名戸ヶ谷あびこ病院
7階大会議室　内「聴く力」を身につけ
て、ボランティア活動をしてみません
か?　対市内在住の65歳以上の方（講
座終了後、介護保険ボランティアポイ
ント制度への登録が必要です）　定30
人（応募者多数時は抽選）　費無料　
・ 11月25日㈫までに電話でボラン
ティア市民活動相談窓口て・と・り・あ
☎7185－5233（平日9時～17時）
◆マンション管理セミナー・交流会
日12月7日㈰13時～16時30分　所市
役所分館　内セミナー「管理組合のコ
ミュニティ形成と高齢化対策」ほか、
交流会　対市内マンションの管理組
合、管理者、居住者、先着30人　費
無料　 ・ 11月28日㈮までに電話
で千葉県マンション管理士会☎043－
244－9091
◆甲種防火管理新規講習
日①平成27年1月26日㈪・27日㈫②
平成27年1月29日㈭・30日㈮　所我孫
子南近隣センター　定各回先着74人　
費6170円　持上履き、下足入れ　申込
期間①11月26日㈬～28日㈮②12月1
日㈪～3日㈬　 ファクス（千葉県消防
設備協会☎043－268－7129）または
持参（千葉市中央区仁戸名町666の2）
で申込用紙（消防本部、各消防署・分署
に設置、日本防火・防災協会のホーム
ページからダウンロード可）を提出　
千葉県消防設備協会☎043－268－

6033、消防本部予防課☎7181－7702
◆シルバー人材センター「転倒防止講習会」
日11月28日㈮14時～15時30分　所
あびこ市民プラザ　内「転ばない」生活
の送り方、介護予防についてほか　対・
定市内在住の60歳以上の方、先着30
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