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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 7185－1520

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

▼森岡絵画教室作品展　7月1日㈮～4
日㈪12時～18時。絵画作品展示・入
場無料。所・ ギャラリー遠

お ち

方近
こ ち

方（中
里223の2）☎080－6672－4156
▼1200年の祈りに! 四国八十八巡拝
結願 鈴木利尾全寺スケッチ展　7月5
日㈫～8日㈮9時～18時（初日12時～、
最終日17時まで）。パレット柏ギャラ
リー（柏市柏1の7の1の301Day One

タワー）。 鈴木☎7152－1178
▼原語で歌おう～夏を歌う編～　7月
9日㈯13時～14時30分。アビスタ第5
学習室。オー・ソレ・ミオほかをイタ
リア語で。音楽・外国語の経験不問。
2000円（要予約）。 ぷりずむ☎090
－8172－3607
▼平成会講演会　7月13日㈬15時15
分開演（15時開場）。アビスタ第2学習
室。「見守りの会紹介」（田中代表）、「お
役所言葉を読み解く入門」出前講座（大
村先生）。先着10人（事前申込不要）。

無料。 中村☎7187－2934
▼今の日本を考える会　7月16日㈯・
8月27日㈯12時30分～14時30分。ア
ビスタ第4学習室。講師…松木。参加
自由。無料。 松木☎090－5311－
9662
▼おひるねコンサート バイオリン・ビ
オラ・チェロ・ギター・ピアノのお話と
演奏　7月16日㈯14時～16時。けや
きプラザふれあいホール。あびこ市民
の歌、夏の思い出、真田丸。無料。
小段☎7132－7960
▼音夢の会発表会　7月18日㈷12時
30分～。あびこ市民プラザホール。
市内在住の坂田梁山・美子氏の門下生
の尺八・琵琶発表会。入場無料。 音
夢の会・久保田☎090－1618－8951
▼麦笑寄席　7月18日㈷15時～。一粒
の麦（都部83の1）。寄席を楽しむ。出
演…三遊亭金太郎師匠ほか。1800円。

木田☎090－2747－6432
▼原水爆禁止国民平和大行進我孫子
コース　7月22日㈮東我孫子駅前9時
出発～手賀沼公園。どなたでも参加で
きます。無料。 加藤☎7189－1781
▼パソコン楽しみ隊　市民ICT講座 
Windows10の上手な使い方　7月28
日㈭13時30分～。我孫子南近セ。起動
から終了まで、ファイル・写真の操作・イ
ンターネットを楽しく利用! 先着10人。
1000円。 ・ 川口☎7182－1528
▼大人の英会話・韓国語市民講座 　
7月28日～毎週㈭（全8回）。英語13時
30分～、韓国語15時～（各60分）。あ
びこ市民プラザ。5000円。 国際文
化交流協会☎090－6489－2803（平
日10時～18時）
▼市民公開講座「病院からもらった検
査データを知る～血液検査の結果か
ら自分の体を知ろう」　7月30日㈯13
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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

1500円）　入場券販売所7月6日㈬～
NPO法 人ACOBA（ABIKOs2 階 ）、
軽喫茶ぽぽら　 NPO法人ACOBA
☎7181－9701（平日9時30分～17時）

7185－2241

講演・講座・教室
◆取手グリーンスポーツセンター
　夏季短期（7・8月）スポーツ教室
日受付…フロアスポーツ7月2日㈯、
プールスポーツ7月3日㈰10時～（先着
順）　内水泳、ヨガ、キックボクシン
グなど50以上のプログラム。詳しくは
お問い合わせください　所・ ・ 同
センター☎0297－78－9090 http:
//www.toride-green-spocen.com
◆親子で認知症サポーターになろう! 
日7月24日㈰9時30分～12時　所あ
びこ市民プラザホール　内認知症の
方への接し方、実演お芝居、アニメ・
DVD、景品付きクイズ、記念写真・オ
レンジリング授与　講師柳澤美恵子さ
ん、五十嵐裕子さん（認知症地域支援
推進員）　対・定小学2～6年生と保護
者（祖父母も可）、30組　費無料　
・ 7月15日㈮までに電話、ファクス、
Eメールで児童と保護者の氏

ふ り が な

名・学校・
学年・住所・電話番号を明示。 我孫
子北地区社会福祉協議会☎ 7165－
3434 kita@abiko-shakyo.com
◆我孫子市なぎなた連盟
　夏休み体験教室
日7月29日㈮9時30分～11時30分、
31日㈰9時15分～11時※いずれか1日
でも可　所市民体育館武道場　内なぎ
なたの基礎・実技　対6歳以上の男女

（初めての方歓迎）※動きやすい服装、
素足で行います　費500円（保険料）　
持飲み物、タオル　 ・ 7月20日㈬
までに電話、ファクスで氏名、連絡
先、年齢を明示。中村☎090－1253
－2996☎ 7183－3566
◆普通救命講習Ⅰ
日7月23日㈯9時～12時　所消防本部
2階大会議室　内成人に対する心肺蘇
生法とAEDの使い方など（救命技能適
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イベント
◆近場で楽しむ
　ブルーベリーの摘み取り
◎完熟ブルーベリー農園『花

か い む

囲夢』
日9月上旬まで6時～18時（予約制）　
所布佐826　費300円、摘み取り料216
円（100g）　 ・ ホームページ、電
話。野口☎090－1815－2825（7時～
20時） http://shop.kaimu.jp/
◎あびこブルーベリーガーデン
日7月9日㈯～9月4日㈰6時～10時30
分、15時～18時（予約制）　所手賀沼園

（㈫㈬㈯㈰）、湖北園（㈪㈮）　費480円
（小学生280円、未就学児無料）、摘み取
り料580円（250g相当）　 ・ ホーム
ページ、電話。堀☎080－2551－3597

http://blueberry-garden.jp/
◆第23回 我孫子チャレンジショップ
日7月8日㈮10時～18時、9日㈯10時
～17時　所アビイクオーレ1階（イトー
ヨーカドー我孫子南口店）　内手作り
アクセサリー、ニット、パワーストー
ン、バッグ、木工など12店　 運営
委員会☎070－5458－2256
◆劇団どくんごのテント芝居
　「愛より速く」
日7月8日㈮～10日㈰19時開演（18時
30分開場）　所手賀沼公園　ゲスト8日
ものがたり文化の会ねもとパーティ、
9日時間堂、10日ベビー・ピー（京都）　
費前売り2500円、当日2800円（中・
高校生1300円、小学生500円）※全
席自由　入場券販売所柏BAR619、

NPOこどもすぺーす 柏　 根 本 ☎
090－9149－6018
◆ポップサーカス柏公演
日7月9日㈯～9月4日㈰　所セブンパー
クアリオ柏　内世界のトップパフォー
マーによるアクロバットサーカス　費
前売り2500円、子ども1200円、当日
2800円、子ども1500円（※指定席は
800円追加）　 柏公演事務局☎7191
－4080、 http://www.pop-circus.
co.jp/
◆柏レイソル 我孫子ホームタウンデー
日7月13日㈬19時キックオフ　所日
立柏サッカー場　内16時45分～我孫
子市PRブースで記念品を配布（先着
順）、ふるさと産品・農産物の試食・
販売　 ㈱日立柏レイソル営業部☎
7167－0717、企画課☎7185－1426
◆歌声とアロマ～地域の世代間交流～
日7月22日㈮、8月31日㈬10時～11
時40分　所けやきプラザ7階研修室　
内歌ったり、お茶を飲みながら交流
する。アロマハンドトリートメント
あり　定先着40人　費800円　 ・
三勢☎090－6942－8851
◆第41回 懐メロの集い
日7月23日㈯10時30分開演（10時開
場）　所湖北地区公民館ホール　内昭
和49年までの流行歌45曲を唄う。踊
り・クイズ・朗読も　出演懐メロファ
ン、歌謡連合会有志、一寿の会　費無
料（全席自由）　 阿部☎090－8081
－7827
◆認知症助け合いカフェ
日7月27日㈬13時30分～15時30分　
所けやきプラザ1階体験コーナー　内
懐メロを一緒に歌いましょう　対・定
認知症の方やその介護をしているご家
族、15人（要申込）　費1人200円　 ・

けやきプラザ☎7165－2886
◆佐藤康子ふるさとコンサート
日12月24日㈯14時開演（13時30分
開場）　所けやきプラザふれあいホー
ル　内世界的オペラ歌手佐藤康子ソプ
ラノ・リサイタルでクリスマスを楽
しむ　定先着550人　費3000円（学生

正者には修了証の交付あり）　対・定
市内在住・在勤・在学の方、先着30
人（要申込）　費無料　 ・ 直接ま
たは電話で消防本部警防課☎7181－
7701（平日9時～17時）
◆川村学園女子大学心理相談センター
　公開講座「若者の発達課題と大人の
　発達障害」
日7月23日㈯13時～16時10分　所川
村学園女子大学14号館大教室　内「青
年期の問題と自己実現」講師…松原由
枝さん（同大学教授、臨床心理士）、「成
人期の発達障害」講師…渡邉昭彦さん

（同大学教授、精神科医師）、司会…簑
下成子さん（心理相談センター長、同
大学教授）　定200人（申込不要）　費
無料　 同センター☎7183－7165
◆市民体育館 夏休み短期鉄棒教室
◎体験会　日7月26日㈫　費500円　

7月1日㈮10時～　◎定期教室　日
8月2日㈫・9日㈫・23日㈫・30日㈫　
費4320円（全4回分）　 7月26日㈫13
時～※体験会の方優先

〈共通〉時間10時～10時50分（年中・
年長）、11時～11時50分（小学1～4
年生）　所市民体育館武道場　定各15
人　 ・ 電話で市民体育館☎7137
－9030
◆こもれびまち協･天王台地区社協
　第32回 シニアいきいき講座
日7月31日㈰13時30分～15時40分　
所近隣センターこもれび　内「認知症
を知ろう」、ワンポイント・チェック

「認知症早期発見ポイント」＆サウン
ドフープ体操＆ヘルスリズムス　講師
山口江美さん（NPO「鼓響」理事長）　
定先着50人　費無料　 ・ 7月29
日㈮までに電話･ファクス・窓口で住
所・氏名・電話番号を明示。天王台地
区社会福祉協議会☎ 7183－9009
◆楽湖北地区公民館講座
夏休みこども宿題お助け教室　
日8月1日㈪～3日㈬9時30分～11時
30分　内夏休みの宿題（ドリル・感想
文・自由研究など）　対・定小学生、
30人（申込不要）　費無料　持宿題、
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http://blueberry-garden.jp/
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