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情報ひろば 市や官公庁主催・共催・後援、補助団体の記事を
掲載しています。
各項目は、次のように省略しています。

…日時、 …場所、 …内容、 …講師、 …出演、
…対象、 …定員、 …報酬・報償、 …選考方法、
…費用、 …入場券販売所、 …持ち物、 …申し

込み（記載のないものは申込不要）、 …問い合わせ

情報ひろばに掲載しているイベントや講演・講座・教室などは感染症対
策を行い実施します。

しながら上達！初心者歓迎。 野坂☎
080－6640－1941
▼チャオ・マンドリーノ15周年記念プ
レミアムコンサート　7月4日㈰14時開
演。けやきプラザ。「マドンナの宝石」「異
邦人」「二つのギター」ほか。指揮…片
倉武。無料。要事前申込。 ・要事前
登録・ 平山☎090－7835－9861

会員・仲間募集 やってみよう

▼太極拳を楽しもう！　毎週㈫14時
30分～。根戸近セ。太極拳で楽しく
無理なく、リラックスしながら体力づ
くり。一生の趣味にしませんか？初
心者大歓迎。 3000円。 伊豆野☎
090－5785－8525
▼マンドリンアンサンブル「チャオ・マ
ンドリーノ」　毎週㈮午後。近セこもれ
びほか。主催演奏会はじっくりと2年
おきで次回は7月4日㈰。初心者歓迎。
ドラ、セロも。若干名。 3000円。

平山☎090－7835－9861
▼バドミントンで健康的に汗をかきま
せんか？　主に休日2・3時間。中高年、
初心者、男女問わず参加できます。運
動不足、ストレス発散。1回500円程
度。 中岡☎080－1061－9201
▼我孫子校友会　千葉県生涯大学校で
学んだ仲間が交流の輪を広げ活動して
います。学習会、バス旅行、落語鑑賞会、
各種懇親会、カラオケ、ハイキングな
ど。体験入会歓迎。 2000円。 外

と の

崎
さ き

☎7188－7430

市民伝言板
詳しい内容の確認は、当事者間で行うよう
お願いします。
近セ…近隣センター 、 …講師、 …入会金、

…月会費、 …年会費、 …申し込み、 … 
問い合わせ

講演・催し たのしもう

▼書道無料見学会　6月2日㈬・16日
㈬13時～。アビスタ。老若男女、初
心者大歓迎！毎月2回活動中。一緒に
文化的な時間を過ごしませんか？ 中
岡☎080－1061－9201
▼ペットロス相談会　6月3日㈭・17
日㈭・25日㈮・29日㈫13時～。我孫
子南近セ。愛犬愛猫との死別。思い出
を語る。人間関係の悩み相談も可。1
人30分（当日参加可）。3000円。 ・

渡邉☎090－6197－6397
▼楽しく歌う♪　6月4日㈮11時～。
近セこもれび。体験会。世界・日本の歌、
叙情歌。呼吸・発声からみんなと一緒
に歌いましょう。少人数制。初心者歓
迎。 板橋☎080－6523－8213
▼公開講座「太宰治と私」－取材こぼ
れ話－　6月10日㈭13時～。アビスタ。
桜桃忌を前に太宰文学の魅力を語る。

佐藤清孝さん（元朝日新聞記者）。65
人。1000円。スリッパ持参。 ・ ふ
れあい塾あびこ☎080－1364－0371
▼ピアノ体験会　6月15日㈫10時30
分～。天王台北近セ。知っている曲か
ら気軽に始めましょう。仲間と交流

我孫子市結婚相談所 婚活イベント
◎おとなの婚活　 6月19日㈯15時
～17時　 自己紹介、フリータイム
ほか　 男性…50歳以上、女性…
年齢制限なし　 各8人（抽選）　
1000円　 6月13日㈰まで
◎代理婚活会　 6月27日㈰14時～
16時　 ・ 45歳までの息子・娘が
いる方（本人了解済み）、各12人（抽
選）　 2000円　 6月19日㈯まで

〈共通〉 ・ ・ 電話・Eメールで住
所、氏名、生年月日、電話番号を明示。
あび♡こい♡ハート☎7184－8100
wedding＠abiko-shakyo.com

講演・講座・教室
手賀沼ウオーキング教室

6月19日㈯、7月17日㈯9時～※雨
天中止　 手賀沼公園　 基本を学び
楽しく歩きましょう　 300円　 千
葉県ウオーキング協会・染谷☎090－
7191－1863

お元気まんてん教室
6月22日㈫9時30分～11時30分　
天王台北近隣センター　 Zoom

使い方講座　 NPO法人パソコン楽
しみ隊　 メールが使える方　 15
人　 無料　 自分のノートパソコ
ン・スマホ・タブレットのいずれか　

・ 天王台地区高齢者なんでも相談
室☎7182－4100

湖北地区公民館（コホミン）講座
◎夏休みこども陶芸教室　 7月22
日㈷・8月6日㈮9時30分～12時、8
月20日㈮10時～11時　 作陶、絵付
け、釉

うわぐすり

かけなど　 市内の小学4～6
年生で全回参加できる方　 16人（抽
選）　 1000円　 筆記用具、エプロ
ン、雑巾、手ぬぐい、定規　 ・ ・

6月30日㈬までに湖北地区公民館☎
7188－4433※ホームページからも
申込可

〈 募集
夏休み短期放課後対策事業アシスタント
任期7月12日㈪～8月31日㈫　勤務時
間7時45分～19時（3～7時間、シフ
ト制）　勤務場所各あびっ子クラブ・
学童保育室（二・三・四・根戸・新木
小以外）　 18歳以上の方　 時給
930円　 ・ 6月21日㈪17時まで
に登録申込書（市ホームページからダ
ウンロード可）を持参。子ども支援課・
内線449
北千葉広域水道企業団職員（地方公務員）
採用予定令和4年4月～　職種①土木
②電気③電気主任技術者（経験者）　

①2人②3人③1人　 北千葉広域水道
企業団☎047－345－3211※詳しく
は企業団ホームページをご覧ください

あびこeモニター
皆さんの意見を市政に反映させません
か？市では、市政運営の参考にする
ため、eモニターを随時募集していま
す　 秘書広報課☎7185－1714

お知らせ
あけぼの山農業公園にバス停留所を新設
6月1日から、バス停留所「あけぼの山
農業公園」が新設され、公園へアクセ
スしやすくなりました。運行本数など
詳しくは同公園ホームページをご覧く
ださい　 柏市交通政策課☎7167－
1219

猫譲渡会
6月13日㈰・27日㈰、7月11日㈰・

25日㈰12時～15時※荒天中止　 市
役所駐車場※持ち込みは要事前連絡、
保護犬猫の引き取りは不可。譲渡に
は条件あり　 ねこわんこ☎090－
1618－2502

シルバー人材センター入会説明会
6月16日㈬14時～15時　 市民プ

ラザ　 60歳以上の方　 先着15
人　 2000円（年会費）　 ・ シル
バー人材センター☎7188－2200

猫譲渡会＆フリーマーケット
6月20日㈰10時～12時　 アビス

タ前広場（手賀沼公園側入り口）　
日用品の販売。売り上げは市内の野良
猫を増やさない活動に使用　 ねこ友
会・早川☎ 7188－0007

まち協情報
我孫子南まちづくり協議会

◎パソコン講座　 6月12日㈯　 パ
ソコン動作を軽くする方法　 10人　

200円（テキスト代）　 パソコン
◎スマホ・タブレット・パソコン相談　

6月19日㈯　 8人（1人60分）　
相談したい機器

〈共通〉時間13時～15時30分　 無
料　 ・ ・ 我孫子南近隣センター
☎7181－1011

イベント

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　4 月末日現在

4 月の発生件数 16 件
今年の発生件数（1 月～） 85 件
前年同期比 +9 件

4 月の死者数 0 人
今年の死者数（1 月～） 0 人
前年同期比  －2 人

4 月の負傷者数 18 人
今年の負傷者数（1 月～） 99 人
前年同期比 +13 人

　広報あびこに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の影響に
より延期・中止する場合があります。各問い合わせ先にご確認ください。

 市民プラザ
◆写心クラブ「らっく」第12回写真展　

2日㈬まで10時～18時（最終日17時
まで）　 三好☎080－2075－4358
◆東日本大震災復興支援 書道と仏画 
落合芳庵展　 12日㈯～16日㈬10時
～17時(最終日16時まで)　 落合☎
7139－8387
◆第30回墨雅会展　 18日㈮～22日
㈫10時～18時(初日13時～、最終日
15時まで)　 篠田☎7182－2842
◆20周年記念 第5回天神書道会展　

26日㈯～30日㈬10時～17時（最終
日16時まで)　 児玉☎7182－1623
 図書館　1日㈫～30日㈬　　
 休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
湖北台分館ミニギャラリー
◆日本の四季を彩る鳥たち　鳥の博物
館友の会
布佐分館ミニギャラリー
◆折り紙 あじさい　髙垣多与子
 アビスタストリート
 休館日:28日㈪
◆松本真弓と仲間達の絵画展　 9日
㈬まで（最終日15時まで）　 松本☎
090－1818－9376
◆2021.7.3～希望の炎を我孫子から
～　 10日㈭～7月5日㈪（初日13時
～）　 秘書広報課・内線276

 けやきプラザ
 休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
第1ギャラリー
◆第7回写楽の会写真展　 8日㈫～
13日㈰9時～17時（初日13時～、最終
日15時まで）　 土井☎090－6179
－8366
第1・2ギャラリー
◆我孫子アートな散歩市第20回記念　

6日㈰まで10時30分～18時(最終日
17時まで)　 関谷☎090－4206－
6242
 アビシルベ　開館時間：9時～18時
 　☎7100－0014
◆我孫子アートな散歩市第20回記念　

6日㈰まで（最終日15時まで）
◆アビストリーム「アビスト de Night☆」
LIVE放送　 18日㈮18時～19時
 けやきプラザ県民講座・講習
◆お片づけでときめきの人生を　 2日
㈬　 迫律子さん（こんまり流片づけコ
ンサルタント）
◆楽しく食べて健康に　 18日㈮　
キユーピー株式会社選任講師
◆家庭での応急処置　 23日㈬　
大森千尋さん（看護師）

〈共通〉時間13時30分～15時30分　
7階研修室　 40人（要申込）　 無

料　 ・ ふれあいプラザ☎7165－
2886※月曜休館（休日は翌火曜日）

6月
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