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㈰9時〜10時30分（全2回）　 市民体
育館武道場　 小学生以上　 先着6
人　 300円　 飲み物　 ・ 5月
21日㈯までに中村☎090−1253−
2996 kn.antar＠gmail.com

手話奉仕員養成講座（前期）
6月15日〜令和5年1月25日の水曜

日13時30分〜15時30分（全27回）　
市役所分館大会議室ほか　 12人

（入門レベル）　 4,400円（教科書代）
※別途送料　 ・ 6月1日㈬までに
障害者支援課・内線381 7183−
1158
湖北地区公民館（コホミン）講座

◎歌って健康！歌声サロンVol.19
7月11日㈪14時〜　 懐かしの名曲

をバンドの生演奏と一緒に楽しむ　
125人　 1,000円　 ・ ・ 湖北
地区公民館☎7188−4433※ホーム
ページから申込可

募集
民生委員・児童委員

5月12日は「民生委員・児童委員の日」
です。誰もが安心して生活できる地域
づくりのために活動しています。今年
は一斉改選の年です。興味のある方
はお問い合わせください　 社会福祉
課・内線649

市民のチカラまつり2022
企画部門参加者

部門①子ども応援団事業②我孫子の
地域課題を解消するための検討会③
我孫子の文化遺産を知る　 市内でボ
ランティア・公益活動を行い、6月10
日㈮の実行委員会に参加可能な団体・
事業者　 ・ 5月31日㈫までにフ
ァクス・Eメールで氏名（団体名）、E
メールアドレス、希望部門を明記。事
務局☎7190−5731 7190−5732

info-abiko@yell-abiko.com

お知らせ
天王台商店会　スマホdeスタンプラリー
5月31日㈫まで　 アプリ「あびこ巡

り」を使用。ゲーム機など景品多数。
https://bit.ly/3rtjbWD

◎スマホ・パソコン相談室 5月21
日㈯13時〜15時30分　 ①相談（1
人60分）②ミニ相談（1人20分※申込
不要）　 ①12人（初めての方優先）　

相談したい機器　 ①300円②100
円　 ・ ・ ①5月3日㈷〜我孫子
南近隣センター☎7181−1011
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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

▼野草画展　5月14日㈯まで。近セこ
もれび。 宇野☎7188−9591
▼楽しく歌う♪　5月6日㈮11時15分
〜12時。近セこもれび。世界・日本
の歌、叙情歌。一緒に楽しく歌いま
しょう。初心者歓迎。 山口☎090−
5534−9069
▼ペットロス相談会　5月13日㈮・
19日㈭、6月2日㈭・9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可。
2,000円。 ・ 渡邉☎090−6197
−6397
▼尺八&琵琶　音夢の会発表会　5月
14日㈯12時30分〜。けやきプラザ
ホール。市内在住の坂田梁山・美子門
下生が演奏。無料。 久保田☎090−
1618−8951
▼ポールウオーキングで地域めぐり
5月15日㈰13時30分〜15時30分。
布佐平和台自治会館集合。約5km。

市スポーツ推進委員。20人。無料。
・ FCC布佐平和台ふれあい・福祉

くらぶ・山本☎080−5402−6049
▼初心者のための合気道教室　5月15
日㈰15時〜16時。白山中学校武道場。
小学生以上。無料。動きやすい服装。

我孫子合気会・鈴木☎7185−0695
▼認知症予防 リズムで脳活　5月27
日㈮10時〜11時。アビスタ。歌とリ
ズムで予防。 藤原葉子さん。先着
10人。1,100円。 ・ 遠藤☎080

たけや☎7182−2746
猫譲渡会

5月1日㈰・15日㈰、6月5日㈰・19
日㈰12時〜15時※雨天中止　 市役
所駐車場※譲渡には条件あり。持ち込
みは要事前連絡。保護犬猫の引き取り
不可　 ねこわんこ☎080−8723−
9550

猫譲渡会&フリーマーケット
5月15日㈰10時〜12時　 アビス

タ前広場（手賀沼公園側入り口）　 保
護猫の譲渡、日用品の販売※売り上げ
は野良猫を増やさない活動に使用。保
護猫飼育ボランティア募集中　 ねこ
友会・早川☎7188−0007
杉村楚人冠記念館　臨時休館

5月17日㈫〜20日㈮　 杉村楚人
冠記念館☎7187−1131
シルバー人材センター入会説明会
5月19日㈭10時〜11時　 市民プラ

ザ会議室1　 市内在住の60歳以上で
働く意欲がある方　 先着15人　年会
費2,400円　 ・ 5月15日㈰までに
シルバー人材センター☎7188−2200

令和4年度千葉県調理師試験
10月29日㈯　 幕張メッセ　 ・
5月30日㈪〜6月3日㈮（消印有効）

までに願書（県内保健所などで配布）
を簡易書留で郵送。〒271−8562松
戸市小根本7松戸保健所（松戸健康福
祉センター）☎047−361−2138
埋蔵文化財発掘の取り扱い変更

民間開発事業に伴う埋蔵文化材発掘調
査の取り扱いを変更します※6月1日
㈬以降の届け出から適用。詳しくは
市ホームページ参照　 教育委員会文
化・スポーツ課☎7185−1583

福祉募金自動販売機を
設置しませんか？

飲料水1本の購入につき、赤い羽根共
同募金や社会福祉協議会に6円を寄付
する仕組みです。設置事業者の負担は
ありません　 我孫子市社会福祉協議
会☎7184−1539

まち協情報
我孫子南まちづくり協議会

−5459−1597
▼ボーイスカウト流カウボーイ体験
5月29日㈰10時〜12時。我孫子第1
団野営場。ロープワークなど。小学1
〜2年生。先着20組。飲み物持参。

https://forms.gle/UmxH3TnCei
y5r8Dj6　 長原☎7139−6310

会員・仲間募集 やってみよう

▼あびこシニアクラブ　毎月第3㈫。
市内近セ。定年男性の集まり。ボラ
ンティア、学習、12の分科会（太極
拳・ゴルフ・麻雀など）。 1,000円。

2,000円。 高橋☎090−1705−
8694
▼社交ダンスサークル　①ラベンダー

（中級）毎週㈬13時〜15時②ひまわ
り（初級）毎週㈮10時〜12時。けやき
プラザ7階。見学歓迎。 1,000円。

3,500円。 中村☎080−3024−
5966
▼思いを色と容に－水彩画教室　第
1・3㈭13時30分〜15時30分。けや
きプラザ。 中尾葉子さん。初心者大
いに歓迎。 3,000円。 みづゑの会・
大野☎080−5479−0660
▼活き活きと太極拳を楽しもう！　毎
週㈮13時〜15時。市民体育館。24式・
32式剣。規定楊式・伝統楊式をもと
に。ほか練功18法・気功も。経験不問。

3,000円。 廣瀬☎7184−2122
▼江戸東京散歩茜会　年10回。毎月
第3㈭。我孫子駅9時10分集合、15時
ごろ解散。予定表に従って散策し、講
師が案内。 11,000円。 越岡☎
7184−2047
▼男声合唱団 シャウティング　フ
ォックス　月4回㈮13時30分〜。市
内近セ。楽しく歌って40年。「水のい
のち」練習中。ホームページ参照。
4,000円（50歳未満2,000円、学生無
料）。 塚本☎090−7234−7163
▼手賀沼フィルムコミッションメン
バー　映画、TV、CM撮影サポート（ロ
ケハン・立ち合いなど）。「手賀沼フィ
ルムコミッションのHP」で検索 高
橋☎090−3474−3246

 市民プラザ
◆第17回写生画友会水彩画展 6日
㈮〜11日㈬10時〜18時（初日13時〜、最
終日17時まで）　 鈴木☎7139−6678
◆川村恒夫展（民藝作品同時展示）
13日㈮〜18日㈬10時〜17時（初日13
時〜）　 川村☎7182−8855
◆第19回あびこ写心クラブ「遊友」写
真展 27日㈮〜31日㈫10時〜18時

（初日13時〜、最終日17時まで）　
山崎☎090−5197−3917
 図書館 1日㈰～31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
◆編み物作品展　松永ナナ子手編み教室
布佐分館ミニギャラリー
◆水彩画　風景いろいろ　佐藤満
 アビスタ1階中央通路
 開館時間：9時～21時　休館日：30日㈪ 

◆中村惠美写真展「RING OF LIFE」
－北極、南極の動物たちの“命”が、今、
ここで1つに－ 5日㈷まで　 生
涯学習課☎7182−0511
◆松本真弓と仲間達の絵画展 7日
㈯〜20日㈮（初日11時〜、最終日15時
まで）　 松本☎090−1818−9376
◆めるへん学校作品展示 23日㈪
〜31日㈫（最終日16時まで）　 文化・
スポーツ課☎7185−1601
 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
◆和紙　ちぎり絵展 11日㈬〜15日
㈰10時〜17時（初日13時〜、最終日14
時30分まで）　 斎藤☎0120−860−
891
第2ギャラリー
◆日本画と創作人形・二人展 11日

㈬〜15日㈰10時〜17時（最終日15時ま
で）　 塩山☎7182−4071
第1・2ギャラリー
◆作家の証 アトリエグリュ・コレク
ション 1日㈰10時〜16時　 綾☎
090−4701−5617
◆清楽展 ①24日㈫〜29日㈰②31
日㈫〜6月5日㈰　〈共通〉10時〜18時

（初日13時〜、最終日16時まで）　
小竹☎7173−8272
 アビシルベ　開館時間：9時～18時

☎7100－0014
◆あびこ巡りフォトギャラリー 8
日㈰まで
◆懐かしの映画ポスター展　第24回
西郷輝彦を偲

し の

ぶ『元祖御三家』映画ポ
スター展 11日㈬〜20日㈮（最終日
16時まで）
◆我孫子アートな散歩市 21日㈯

〜6月12日㈰（初日10時〜、最終日16
時まで）
 けやきプラザ県民講座・講習（申込制）
◆妻の定年夫の定年 11日㈬　
谷口義則さん（生涯医療ネットワーク
代表）　
◆脳活性化体操でリフレッシュ
18日㈬　 加藤良江さん（みんなの認
知症予防ネット代表理事）
◆介護する人も笑顔、介護される人も
笑顔に 25日㈬　 北川邦彦さん

（介護・認知症の家族と歩む会）
〈共通〉時間13時30分〜15時30分　

7階研修室　 無料　 50人 ・
ふれあいプラザ☎7165−2886

※月曜休館（休日の場合は翌火曜日）
※専門職対象県民研修はホームページ
をご覧ください

5月
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