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 【広報あびこに掲載する広告を募集】　会社やお店のPRにご活用ください。広報あびこは新聞折り込みや公共施設などで配布しています。
発行部数　45,000部　規格　1枠：縦11.5㎝ ×横8㎝※最大3枠まで　掲載料　1枠：2万円　 ・ 　秘書広報課広報室☎7185－1269
※広告内容は市が推奨するものではありません。応募者多数の場合、掲載の優先順位および抽選で決定します。

情報ひろば情報ひろば 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

3月28日㈪14時～16時、29日㈫
10時～12時・14時～16時、30日㈬
14時～16時　 小学4～6年生と保護
者　 各回先着2組　 無料　 ・
・ ボランティア市民活動相談窓口て･
と･り･あ☎7185－5233
湖北地区公民館（コホミン）講座

◎寺子屋コホミン前期　 4月23日
㈯、5月28日㈯、6月25日㈯10時～
11時30分（全3回）　 川村学園女子
大学教育学部の学生がマンツーマンで
指導　 小学生　 20人（初めての方
優先）　 無料　 筆記用具、飲み物　

ホームページから希望する学習内容
を明示
◎練功十八法（益気功）～呼吸を整え
て身体づくり～　 4月29日～7月
15日の毎週金曜日15時30分～16時
30分（全12回）　 音やカウントに合
わせて気軽にできる呼吸体操（起立し
た状態で行う運動）　 葉山美貴さん

（練功普及指導員）　 先着20人
6,000円　 運動できる服装・室内履
き、タオル、飲み物

〈共通〉 ・ ・ 湖北地区公民館☎
7188－4433

募集
放課後対策事業スタッフ（サブリーダー）

任期4月1日～令和5年3月31日※再任
あり　勤務時間13時～19時、一日保
育…7時45分～19時（シフト制）　勤務
場所各あびっ子クラブ、学童保育室（四
小・根戸小・三小・二小・新木小以外）　

放課後や長期休業日の児童保育や生
活指導など　 資格条件あり※市ホー
ムページ参照　 4人　 時給1,170
円（改定予定あり）　 書類、面接　
・ 3月10日㈭（消印有効）までに登録申
込書（市ホームページからダウンロード
可）を郵送・持参。〒270－1192市役
所子ども支援課（住所省略可）・内線449
我孫子市社会福祉協議会　臨時職員

揮）　 無料　 石田☎7139－6069
歌劇「リゴレット」全三幕

3月21日㈷13時30分～　 けやきプ
ラザホール　 金子亮平さん、加藤康
之さん 、月下愛美さん、中村文美さん
ほか　 3,000円（18歳以下1,000円、
小学生以下無料※要申込）　 ブックマ
ルシェ、喫茶ぷらっと　 ・ オペラを
上演する会・金子☎7111－0957

講演・講座・教室
硬式テニス講習会

3月26日㈯、4月2日㈯・16日㈯9
時30分～11時45分（全3回）※予備
日4月30日㈯　 市民体育館テニス
コート　 市内在住・在学・在勤の小
学4年生以上　 先着16人　 1,500
円　 テニスシューズ、ラケット（貸
し出し可）　 ・ 3月19日㈯までに
Eメールで住所、氏名、年齢、電話番
号を明記。我孫子市テニス連盟・北村
☎090－2524－5214 info@abkta.
main.jp

春休みなぎなた教室
3月25日㈮9時30分～11時、27日

㈰9時15分～10時45分（全2回）　
市民体育館武道場　 6歳以上の子ど
もと保護者　 先着4組　 500円　

・ 3月20日㈰までにEメールで住
所、氏

ふ り が な

名、年齢、電話番号を明記。
我孫子市なぎなた連盟・中村☎090－
1253－2996 kn.antar@gmail.com
こもれびまち協・天王台地区社協
第66回シニアいきいき講座

3月27日㈰13時30分～14時30
分　 近隣センターこもれび　 ミ 
ュージックフープ健康体操＆ヘルスリ
ズム　 山口江美さん（NPO鼓響理事
長）　 先着40人　 無料　 ・ 3
月25日㈮までに天王台地区社会福祉
協議会☎7183－9009
春休み！小学生親子福祉体験教室
目の見えない人に点字で手紙を書こう

市民活動ステーション主催・共催事業
◎あびこ竹宵・塗り絵会　 3月5日㈯
10時～15時　 あびこショッピングプ
ラザ1階 塗り絵は3月末に手賀沼
親水広場で展示する竹灯籠に使用　
未就学児　 先着50人　 無料
◎シニア向けパソコンの困り事何で
も相談会　 3月9日㈬・16日㈬9時～
16時（1人60分、月1回）　 市民活動
ステーション　 グループハマダ・ヤマ
ダ　 各日先着6人（障害者・英語対応
可）　 無料
◎子ども応援団シンポジウム「大人た
ちみんなで変わっていこう－親からつ
ながるための最初の一歩」　 3月12
日㈯13時30分～16時30分　 我孫
子南近隣センター※Zoom可　 ①講
演②パネルディスカッション③つなが
りタイム　 ①吉田明子さん（CASE
Japan理事長）②吉田明子さん、遠藤
美香さん（教育研究所所長）、山本知子
さん（足立区スクールソーシャルワー
カー）　 会場・Zoom各先着50人

無料　 3月10日㈭まで
◎あなたの“困った”を助ける「シニ
アほっとカフェ」　 3月15日㈫13時
30分～15時30分　 市民活動ステー
ション 高齢者の支援先情報、『高
齢者のための日常生活困ったときガイ
ド』配布　 渥美節子さん　 先着10
人　 無料
◎移動子育て交流スペース「cafeネ
スト」　 3月22日㈫10時～11時30
分　 子育て応援プロジェクトハピネ

スト（柴崎台3の6の25 2階）　 天王
台地区の情報交換、自分や子どものこ
とを安心して話せる場　 未就園児と
保護者※保護者単独可　 先着5組

300円　 3月20日㈰まで
〈共通〉 ・ 市民活動ステーション☎

7165－4370 abikosks@themis.
ocn.ne.jp

第9回ケアラーズサロン
3月5日㈯14時～15時30分　 我

孫子南近隣センター　 大学生とフ
ェルトでアクセサリートレイ作り　

小学生以上　 ・ 川村学園女子
大学生活文化学科☎7183－7085
seikatsubunka@kgwu.ac.jp
我孫子市歌謡連合会　歌謡曲発表会
3月13日㈰10時30分～　 けやき

プラザホール　 最近の話題曲や懐
かしい歌謡曲を歌う　 無料　 阿部
☎090－8081－7827

第9回ボランティアメッセ
地域デビューふれあい祭り2022

3月20日㈰①10時～14時②14時
30分～16時　 近隣センターこもれ
び　 ①地域交流活動探し、楽器の体
験教室、シルバー人材センター入会説
明会（11時～）、社協バザー、親子あ
そび広場②プロの歌唱指導とピアノ伴
奏で一緒に歌おう！　 天王台地区社
会福祉協議会☎7183－9009
柏ジュニアストリングオーケストラ
第38回定期演奏会「ペール・ギュント」

3月20日㈰13時30分～　 柏市民
文化会館　 モーツァルト「アイネ・
クライネ・ ナハトムジ ー ク 」、 トト
ロメドレーほか　 石田常文さん（指

イベント
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