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〈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　
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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

▼みんなで歌いましょう! 抒情歌を　
12月17日㈬14時～。近セこもれび
ホール。飲み物、お菓子あり。500円。
スリッパ持参。 コスモスの会・小
林☎090－1880－2574
▼ワンデーシェフの店ほのぼ～の 年忘
れパーティー　12月19日㈮16時～20
時30分。我孫子南近セ調理室（けやき
プラザ8階）1000円。要予約。 ・
佐々木☎080－5203－8380

▼我孫子中学校合唱部クリスマスコン
サート　12月21日㈰13時開演。近セ
こもれび。1部はクラシックからポッ
プスまで。2部は恒例のコミカル劇。
無料。 我孫子中学校・松岡☎7182
－5191
▼あびこ少年少女合唱団クリスマス
♪コンサート　12月21日㈰アビイク
オーレ。15時30分～16時。観覧無料。
子どもたちのかわいい歌声でクリスマ
ス・ソングなどを歌います。 寺内
☎090－6539－3522 ※ブログあり
▼宇野隆精密画展　12月21日㈰～31

日㈬10時～18時道の駅しょうなん
ギャラリーコーナー。 宇野☎7188
－9591
▼ボーイスカウト 森のクリスマス　
12月23日㈷10時～14時30分。ボーイス
カウト我孫子第1団野営場（五本松公園向
本妙寺横）。幼稚園年長～小学生の男女
対象。防寒着、おにぎり、水筒、食器セッ
ト持参。 島藤☎ 7184－5795
▼ホタルの飼育講座　12月23日㈷10
時30分～水の館研修室。ホタルの飼
育に関する学習と幼虫配付。先着20
人。無料。 ・ あびこ自然倶楽部・
河村☎090－3043－7516
▼新沢紳一作品展　1月8日㈭～17日
㈯。ギャラリー芙蓉。ユニークな創造
的画風の油彩画や板金屑を再利用して
アート的に生まれ変わったカッパ銅
像や銅文字などの作品。入場無料。
ギャラリー芙蓉☎7106－1369

▼成人式を迎える方へ　マイ箸を差し
上げます。1月11日㈰けやきプラザ前。
例年通り成人式に手作りしたマイ箸を
差し上げます。※数に限りがあります。
今村賢之助☎7183－0655

会員・仲間募集

▼囲碁サークル「囲碁サロン・なみき」
毎月第2・4㈪13時～16時、我孫子北
近セ並木ほか。基礎・級位者の囲碁ク
ラブです。入1000円、月200円。
鈴木☎7183－8004
▼ゆるきゃら・ロボット友の会の設立
準備　1月14日㈬11時～12時。けや
きプラザ10階。身の丈1ｍ位の市販ロ
ボットに衣裳を付ける。初回打ち合わ
せ。無料。 豊田☎7188－8416

イベント
◆1日おくれのクリスマスイブコン
　サート ～音楽の贈り物Vol.8～
日12月25日㈭18時～（17時30分開場）
所けやきプラザふれあいホール　内テ
レマン「食卓の音楽」より、チャイコ
フスキー「くるみ割り人形」よりほか　
出演…髙須洋美さん（フルート）、石崎
諒子さん・城所洋子さん（バイオリン）、
石崎翔子さん（チェロ）、眞山美保さ
ん（オーボエ）、髙須久子さん（ピアノ）
ほか　費前売り700円・当日1000円
（全席自由）　チケット販売軽喫茶ぽぽ
ら　 髙須☎7184－2526
◆中央学院大学吹奏楽団
　第20回 記念定期演奏会
日12月27日㈯14時30分～（14時開場）
所けやきプラザふれあいホール　内組
曲「フェアリーテイル」、アナと雪の
女王より「シンフォニック・ハイライ
ト」ほか　指揮…志田美津子さん・倉
部慶輔さん　費無料（全席自由）　
同大学学生課☎7183－6518
◆アビシルベ元旦イベント
日平成27年1月1日㈷12時30分～　内
甘酒ふるまい（先着200人）、手賀沼の
うなきちさんの焼印入り特製どら焼き
プレゼント（先着50人）、獅子舞　所・
アビシルベ☎7100－0014

◆あびこシルクロードサークル講演会
日平成27年1月10日㈯14時～16時（受
付13時30分～）　所アビスタホール　
内「イタリア・ルネサンスと日本」～

特にフィレンツェとの関係で　講師…
根占献一さん（学習院女子大学教授）　
定先着100人（申込不要）　費無料　
隈部☎090－4530－9133
◆あびこファミリーコンサート
日平成27年1月18日㈰13時～（12時30
分開場）　所あびこ市民プラザ　内島
筒英夫コンサート「杵島純子新春に歌
う」。島筒英夫歌曲、「この道」、「ペチカ」
ほか　出演…島筒英夫さん（ピアノ）、
杵島純子さん（歌）　費1000円（全席自
由）　チケット販売・ あびこファミ
リーコンサート・浦☎7184－4572

講演・講座・教室
楽◆湖北地区公民館講座
◎食べるアート「太巻きずしでひなま
つり」　日平成27年1月18日㈰13時～
15時30分　内千葉の郷土料理を代表
する太巻きずしの多彩な巻き方の創
作・伝承を現在に受け継ぎ学びます　
対・定市内在住・在学・在勤の一般、
16人（応募多数の場合抽選）　費800
円（材料費）　持エプロン、三角巾、
ふきん2枚、まきす（大・小）、持ち帰
り用容器、筆記用具　 12月27日㈯
必着で往復ハガキ、または湖北地区公
民館窓口に返信用のハガキを持参。住
所・氏名・電話番号・年齢を明記。　
◎元気にドレミ♪～音楽療法でいきい
き～　日平成27年1月19日㈪13時～
14時30分　内音楽療法をとりいれ、
歌・合奏などでコミュニケーションを
とりながらリズムで脳トレーニング　
定先着20人　費500円　持動きやす
い服装、室内履き、飲み物　 電話、
直接窓口で。　〈共通〉所・ 湖北地区
公民館（中里81の3）☎7188－4433
◆ジョブカフェ出張版
　就活基礎セミナー
日平成27年1月6日㈫10時30分～13
時（受付10時20分～）　所ジョブパー
ク柏　内就活の進め方、書類の書き方、
自己PR作成、求人の探し方ほか　対・
定就職を希望している15～39歳の方、
16人（要予約）　費無料　 ・ ジョ

ブカフェちば☎047－426－8471

8471募集
◆第5回 手賀沼検定
日平成27年2月1日㈰10時30分～11時
20分　定先着120人　試験時間50分
（30問多肢選択式）　所・ ・ 申請書
（水の館に用意。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、
ファクス、持参または郵送。受付1月4
日㈰～。〒270－1146高野山新田193 
手賀沼親水広場（水の館）☎7184－
0555 7184－0936 http://www.
ckz.jp/shinsui/

お知らせ
◆定例教育委員会
日12月25日㈭14時予定（議案内容によ
り変更あり）　所水道局4階会議室　
内12月19日㈮以降にお問い合わせく
ださい。傍聴される方は、開催予定時
間前に傍聴者名簿に必要事項を記入
し、担当の指示に従って入室してくだ
さい。 教育委員会総務課☎7185－
1110
◆第8回 労働・生活・健康
　なんでも相談会in柏
日12月24日㈬10時～14時　所柏駅東
口ダブルデッキ・柏市民活動センター
2階会議室　内専門スタッフが相談に
応じます。秘密厳守　費無料　主催・
ちば派遣村in東葛実行委員会事務

局☎7136－7843（千葉労連東葛ユニ
オン内）
◆我孫子市都市計画審議会の公開
日12月25日㈭9時30分～　所議会棟
第1委員会室　内都市計画区域の整
備、開発及び保全の方針の見直し、都
市計画道路の変更ほか　 都市計画
課・内線585
◆献血にご協力を
日12月25日㈭10時～11時45分、13
時～16時　所我孫子市役所1階ロビー
（献血バスは議会棟前駐車場）　献血条
件体重…男性45㎏以上・女性40㎏以
上、年齢…16歳～69歳（65歳以上の

方は、60歳～64歳までに献血経験が
ある方）　持献血カードまたは本人確
認書類（免許証、健康保険証など）　
社会福祉課・内線377
◆償却資産の所有者は申告を
平成27年1月1日現在、会社や個人で
工場、商店、共同住宅、駐車場などを
経営している方は、市内に所有する償
却資産について申告をしてください。
26年度の申告をされた方（26年中に新
たに事業を始められた方を含む）には、
申告書を12月中旬に発送します。　
申告期間平成27年1月5日㈪～2月2日
㈪　 課税課・内線336、337　※地
方税ポータルシステム（eLTAX）を利
用する方は手続きが必要です。 地方
税電子化協議会☎0570－081459
◆柏税務署からのお知らせ
◎柏税務署駐車場は確定申告の準備等
のため、平成27年1月5日㈪～4月中
旬まで使用できません。※体の不自由
な方の専用駐車場あり　◎確定申告作
成会場開設　日2月3日㈫～3月16日
㈪9時～17時（8時30分～受付）※会場
が混雑している場合は早めに締め切り
ます。 柏税務署☎7146－2321
 楽◆平成27年成人式

日平成27年1月11日㈰　所けやきプ
ラザふれあいホール（車イス専用ス
ペースあり）　内【午前の部】我孫子中
学校区・白山中学校区にお住まいの方
…10時30分～11時30分（10時～10時
30分受付） 【午後の部】久寺家中学校
区・湖北台中学校区・湖北中学校区・
布佐中学校区にお住まいの方…13時
30分～14時30分（13時～13時30分受
付）　対平成6年4月2日～平成7年4月
1日生まれで、我孫子市在住の方、ま
たは市内小・中学校卒業生の方　※式
典中は手話通訳者が視聴をお手伝いし
ます。案内通知が来ていない方はご連
絡ください。アビシルベに無料の記念
撮影会場があります。 教育委員会生
涯学習課☎7185－1602
◆市内在住の医師・歯科医師・薬剤師
　の方へ

http://www.ckz.jp/shinsui/
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