
9 No.1370   平成 26（2014）年 12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、
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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〉　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　

講演・催し

▼ふれあい塾あびこ・レクチャーコ
ンサート「組曲・展覧会の絵」　12月
8日㈪10時～あびこ市民プラザ。ピ
アニスト長山絵美さん。先着100人。
700円。 足助☎7183－3603
▼プリザーブドフラワーアレンジメント
12月11日㈭10時～12時あびこ市民
プラザ会議室2。お正月アレンジ。先
着6人（要予約）。4500円。 Atelier 
En・上村☎090－6114－3039
▼友愛バザー　12月11日㈭10時30分

～12時天王台北近セ。会員の手作り
おもちゃ、エプロン、菓子、パン、中
古衣料、リサイクル品ほか。 全国
友の会・木幡☎7182－5064
▼外国料理クッキング「クリスマス向
けホワイト・ロールキャベツ」　12月
11日㈭14時～我孫子北近セ並木。12
人（男女歓迎）。1000円。 ・ 12
月9日㈫まで勝又☎7183－1272
7184－9828
▼障害年金無料個別相談会　12月11
日㈭、1月8日㈭、2月12日㈭13時30
分～。池松ビル7階（柏市柏1の1の7）。
要予約。 NPOみんなでサポートち

ば☎043－301－2311
▼手賀沼ウオーキング教室　12月13
日㈯、1月10日㈯9時30分～13時15
分アビスタ横東屋受付。5㎞。300円
（保険・資料代）。 千葉県W協会・
須藤☎7184－6204
▼浜田和歌緒会35周年発表会　12月
13日㈯10時～湖北地区公民館。民謡・
踊り・カラオケの発表会。 山崎☎
7139－4536
▼気軽に参加　あびこ市歩こう会　
12月14日㈰（雨天中止）我孫子駅8時
13分乗車、下総中山駅下車。中山法
華経寺を歩く10㎞ウオーク。昼食持
参。300円。 米川☎090－2458－
6686
▼歌声喫茶チャイカ　12月15日㈪14
時～あびこ市民プラザ。「歌って歌って
年忘れ」童謡・叙情歌・ロシア民謡・
懐かしい流行歌など。参加自由。600
円。 類地☎7182－8135
▶クリスマス特別メニューパーティ

〈バーニャカウダ ポルケッタ パネ
トーネ ラピド〉今年はイタリアンを楽
しみませんか？ 12月17日㈬我孫子南
近セ。15人。4500円。 栗山☎090
－6006－3479
▼柏フィルハーモニー合唱団演奏会　
12月26日㈮18時30分～アミュゼ柏。
ブラームス「愛の歌」より、木下牧子
「うたよ!」ほか。999円（前売り888円）。
・ 平野☎7186－2782
▼津軽三味線 清風会「民謡・民舞発
表会」　12月27日㈯10時～11時30分
近セふさの風。入場無料。 大旗☎
7189－3705

会員・仲間募集

▼男子ミニバスケットボールクラブ
「我孫子シャークス」　毎週末。第一小
学校㈯・布佐小学校㈰。小1～小5の
男子小学生の団員を募集。初心者歓迎。
月2000円。 せお☎7183－7292

イベント
◆懐かしの映画ポスター展第9弾
　“今年亡くなったスター達”
日12月1日㈪～12月18日㈭9時～18
時（18日のみ17時まで）　所アビシル
ベ　内淡路恵子（野良犬）、米倉斉加
年（ふしぎな岬の物語）、高倉健（網走
番外地）ほか約30点　費無料　主催懐
かしの映画ポスター友の会　 アビ
シルベ☎7100－0014
◆天王台駅北口イルミネーションナイト
2014～2015
期間平成27年1月31日㈯まで17時～
25時　主催天王台北口商店会　 今
野☎7182－6111
◆第18回 我孫子チャレンジショップ
日12月4日㈭～6日㈯10時～18時　所
アビイクオーレ1階エントランス（イ
トーヨーカドー我孫子南口店）　内手
作りバック・手芸品・スカーフ・フラ
ワー・雑貨・服・アクセサリー・木製品・
ニット・健康相談など（16店舗）　
チャレンジショップ運営委員会☎070
－5367－6523
◆湖北地区社協まつり
日12月6日㈯9時45分～　所湖北地区
公民館　内映画「ペコロスの母に会い
に行く」10時～・14時30分～（各先着
200人、無料）、湖北小吹奏楽部13時
～、バザーコーナー、福祉作業所の作
品販売、高齢者施設の作品展示、湖北・
新木小の作品展示、出張! 高齢者なん

でも相談室、キッズランド（佐藤大輔
さんによるバルーンアート）、お楽し
み模擬店（おにぎり・豚汁・カレーラ
イス）ほか　 湖北地区社会福祉協議
会☎7187－2551
◆国際交流バスツアー
日12月7日㈰8時15分集合～17時解
散　集合場所ふれあい広場（我孫子駅
北口郵便局前）　所茨城県石岡市（フラ
ワーパーク・納豆工場見学）※外国人
優先、中国語・英語可　定先着40人　
費3000円（バス・保険・昼食・入館料
込み）　 ・ 住所・氏名・電話番号
を明記しファクスまたはEメール。我
孫子市国際交流協会（AIRA） 7183－
2005 info@e-aira.jp☎7183－1231
◆我孫子アコーディオンクラブ
　第8回 サロンコンサート
日12月7日㈰14時開演　所あびこ市
民プラザ　内シャンソン、映画音楽
などの名曲（ビア樽ポルカ、オリーブ
の首飾りほか）　出演…我孫子アコー
ディオンクラブ、脇田崚多郎さん（ピ
アノ）、稲葉有妃子さん（歌）　定先着
150人（無料）　 山中☎7187－0960
◆JOY! JOY! クリスマス会
日12月13日㈯ ①10時30分～12時
（10時～受付）②14時～16時（13時30
分～受付）　所我孫子南近隣センター
（けやきプラザ9階）　内ハンディのあ
る子もない子もみんな集まれ! 演奏・
ゲーム・サンタクロースの劇など。サ
ンタさんからプレゼントもあり　対・
定小学校中学年まで、先着各70人（未
就学児は保護者同伴）　費無料　 ボ
ランティア市民活動相談窓口て･と･り
･あ☎7185－5233
◆人懐こい犬やかわいい猫と
　ふれあいませんか
日12月20日㈯10時～　内犬や猫との
接し方を学び、直接ふれあう　対・定
市内在住の幼稚園児・保育園児、小
学生（いずれも保護者同伴）、20人　費
無料（要予約）※汚れてもいい服装で　
所・ ・ 電話で住所、氏名、電話番号、

年齢および学年、兄弟など参加者が
いる場合はその方の氏名、年齢、学年
を明示し動物愛護センター東葛飾支所
（柏市高柳1018の6）☎7191－0050
◆桑原怜子＆小瀧俊治
　ピアノリサイタル
日12月28日㈰13時30分開演（13時開
場）　所けやきプラザ　内ベートーベ
ン…ピアノソナタ「月光」「悲愴」、ラ
フマニノフ…「ピアノソナタ第2番」
ほか。出演…桑原怜子さん、小瀧俊治
さん　費前売1500円、当日2000円（全
席自由）　入場券販売所セブンイレブ
ン、SYオフィス　 SYオフィス☎
7138－3359
◆第8回 みんなで楽しむクラシック
　コンサート「ニューイヤー」
日平成27年1月18日㈰15時開演（14時
30分開場）　所けやきプラザふれあい
ホール　曲目バイオリン＆ピアノ＆フ
ルート「新年の一時」、ピアソラ「タン
ゴの歴史」「アナと雪の女王」ほか。出
演…アンナ・スタルノフスカヤさん（バ
イオリン）、桜井七重さん（ピアノ）、 藤
井隆太さん（フルート）、アンサンブル・
フォーシーズンズ　費1300円、4歳～
大学生700円、障がい者・老人ホーム
の方無料（車椅子優先席あり）※全席自
由　チケット販売軽喫茶ぽぽら、スタ
ルノ　 ジョイ・ファミリーコンサーツ・
壽
す た る の

田琉之☎0297－68－9517

講演・講座・教室
◆在宅看取りを推進する市民の集い
日12月6日㈯14時30分～17時　内在宅
看取りについてみんなで考える。講師
…柴田千頭男さん（ルーテル学院大学
名誉教授）、西柳和嘉子さん（訪問看護
ステーションまど所長）、山本文司さん
（平和台病院副院長）　定先着100人　
所・ ・ 平和台病院☎7189－1250
◆我孫子の救急医療―現状と課題! 
日12月11日㈭13時～14時30分　所
アビスタ　内市の救急医療の実績を振
り返り、今後の課題と展望や、名戸ヶ

谷あびこ病院の取り組みについて。講
師…高橋一昭さん（名戸ヶ谷あびこ病
院長）　定先着100人　費700円　 ・
電話、ファクス、Eメール。ふれあ

い塾あびこ・足助☎ 7183－3603
tedasuke@jcom.home.ne.jp
◆心の健康クラブ講演会
家族の心の問題やその悩みを語り合
い、ご家族が楽になれる場所として
「心の健康クラブ」を毎月開催してい
ます。日12月15日㈪14時～16時　所
休日診療所2階会議室（保健センター
敷地内）　内ひきこもり状態になって
いる方への関わり方について。講師…
白田 東吾さん（柏市地域生活支援セン
ターあいネット・精神保健福祉士）　
対・定精神障害・疾患をお持ちの方の
ご家族、先着20人（無料）　 ・ 電
話で12月11日㈭までに障害福祉支援
課・内線381
◆我孫子市スキー教室＆バッジテスト
日平成27年1月29日㈭～2月1日㈰市
役所前20時出発　所蔵王温泉スキー
場　定先着40人　費4万5000円（昼
食・リフト券・レンタル料別）※希望
者にバッジテストあり　 ・ ハガ
キに住所、氏

ふ り が な

名、年齢、性別、電話番
号を明記し12月15日㈪必着で〒270
－1152寿1の3の28渡辺忍☎090－
5348－3033
◆ジョブカフェ出張版
　応募書類セミナー
日12月16日㈫10時30分～13時（10時
20分～受付）　所ジョブパーク柏　内
履歴書・職務経歴書・添え状の書き方
の基本を学ぶ　対・定就職を希望し
ている15歳～39歳の方、16人（予約
制）　費無料　 ・ ジョブカフェち
ば☎047－426－8471
◆取手グリーンスポーツセンター
　1月～3月スポーツ・カルチャー教室
小さなお子さんから高齢者まで、幅広
い年齢層の方が参加できる教室プログ
ラムを開催します。教室内容やお申込
み方法など詳しくはホームページをご
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