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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。※市ホームページから申込可　
・ 　秘書広報課広報室☎7185－1269 7185－1520

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

やきプラザ。シニア、障害者、外国人
（英語）。1,500円。 ・ グループハ
マダ・ヤマダ☎050－6867－9040
▼第7回クローバーカラオケ発表会
7月23日㈯9時35分～。けやきプラ
ザ。全160曲。無料。 渡辺☎090－
7719－9591
▼梶原みち「手描きジャワ更紗展」　7
月23日㈯～31日㈰10時～17時。み
ち更紗工房（高野山448の9）。23日㈯・
24日㈰はろう描き実演あり。 梶原
☎7183－7365
▼歌声クラブ　7月25日㈪・8月19日
㈮13時30分～15時。我孫子北近セ
並木。700円。 室内履き。 稲吉☎
090－4027－6903
▼男声合唱団シャウティングフォック
ス　夏のコンサート　7月29日㈮14
時～。湖北地区公民館。追加募集約
50人。無料。 城定☎090－4749－
6733
▼子どもゆかた教室　7月30日㈯9時
30分～12時30分。市民プラザ。着付
け体験。 鈴木徳枝さん。小学校高学
年～大学生。先着15人。無料。 浴衣
一式（貸し出し可）。 ・ 我孫子きもの
教育協会・垣沼☎090－6530－2729
▼レイナホク・ハワイアンフェスタ
7月31日㈰10時～16時30分。取手ウ
ェルネスプラザ。バンドとフラの発
表会。無料。 髙橋☎090－2750－
2793
▼昭和歌謡・懐メロの集い　8月1日
㈪14時～16時。けやきプラザホール。

鈴木一代さん。30人。1,000円。
昭和歌謡・懐メロの会☎090－5427
－6618
▼檻の中のライオン～憲法って何だ
ろう～　8月8日㈪14時～。湖北地区
公民館。 楾大樹さん（弁護士）。先
着250人。500円（18歳未満無料）。

ピースアクション我孫子・鈴木☎
7184－7396

会員・仲間募集 やってみよう

▼中国語勉強会　㈪9時30分～12時
（月3回）。我孫子北近セ並木。初～
中級を勉強。 3,000円。 井上☎
7182－9024
▼歌謡サークル　㈫12時～（月3回）。
アビスタ。若い方から高齢者まで。野
外学習、発表会あり。 1,000円。
3,000円。 森☎090－9671－8946
▼ひきこもり当事者の「まったりサロ
ン　いっぽ」　本人…毎月第4㈮15時
～、100円。家族…毎月第2㈪14時～、
500円。 ・ ・ cafe風☎7199－
7355（月～金曜日13時～17時）
▼ハーモニカメイツあびこ　毎月第
2・4㈫㈭㈮㈯（クラスごと）13時～
16時30分。湖北台近セ。初心者歓迎。
見学可。 500円。 1,000円。 髙
田☎7188－0431
▼混声4部合唱「シャローム」　月3回。
次回のレッスンは8月3日㈬12時30分
～14時30分。流山市おおたかの森セ
ンター。 稲垣俊也さん。会費あり。

柳原☎080－3515－7609

県内在住の方　 ・ 8月22日㈪
（消印有効）までに、応募者が飼育して
いる犬・猫の写真（L判、最大3枚。裏
面に住所、氏名、電話番号を明記）に
レポート「しつけ・適正飼育について」

（400字以内）を添えて郵送。〒260－
0001千葉市中央区都町6の2の15（公
財）千葉県動物保護管理協会☎043－
214－7814
わくわくWORK FES　出店者

11月13日㈰10時～16時30分※雨
天中止　 手賀沼公園　 飲食店、
ものづくり、フィットネスなどの事
業者（創業予定も可）　 先着20組　

・ 9月18日㈰までに大山☎080－
1078－6147

あびこeモニター
市政運営の参考にするため、皆さんの
意見をお聞かせください。eモニター
は、インターネットを利用してアン
ケートを行うものです。年間で3回以
上回答した方にはミニ鉄道無料乗車券
などの特典があります　 市内在住・
在学・在勤で18歳以上の方　 無料　

秘書広報課☎7185－1714

お知らせ
定例教育委員会

7月28日㈭14時～※議案内容によ
り変更の場合あり　 水道局4階会議
室　 7月21日㈭以降にお問い合わ
せください　 教育委員会総務課☎
7185－1110
福祉のしごと就職フェア・inちば
①8月21日㈰②10月1日㈯13時～

16時　 ①ホテルポートプラザちば
②市川グランドホテル　 福祉職場に
関する相談、採用担当者との個別面
談　 千葉県社会福祉協議会☎043－
222－1294

まち協情報
我孫子北まちづくり協議会

◎2022夏のフェスティバル 7月
31日㈰10時～16時※駐車場利用不可

市内活動団体によるダンス・和太鼓・
楽器演奏など　 室内履き　 ・ 我
孫子北近隣センター並木本館☎7157
－4517

我孫子南まちづくり協議会
◎おもしろふしぎ理科実験 8月
6日㈯14時～16時　 遊び心いっぱ
いの体験教室。理科が苦手な子も大
歓迎　 小林正美さん　 小学生※3
年生以下は保護者同伴　 15人　
500円　 ・ ・ 7月18日㈷～我孫
子南近隣センター☎7181－1011

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 、市セ…市民センター 、
…講師、 …入会金、 …月会費、 …年会費、

…持ち物、 …申し込み、 … 問い合わせ

講演・催し たのしもう

▼パソコンスマホなんでも相談会　7
月21日㈭・8月4日㈭9時～16時、7
月28日㈭9時～11時（1人1時間）。け

イベント
ブルーベリーの摘み取り

◎あびこブルーベリーガーデン 8
月末までの水・土・日曜日7時～11時、
15時～18時　 根戸新田　 800円
～（入園料と持ち帰り料含む）※保護者
同伴の小学生300円、未就学児無料　

・ 山田☎080－2551－3597
https://blueberry-garden.jp/
◎完熟ブルーベリー農園「花

か

囲
い

夢
む

」
9月上旬まで毎日6時～18時　 布

佐826　 300円(入園料)※別途摘み
取り料　 ・ 野口☎090－1815－
2825（7時～20時） https://shop.
kaimu.jp/
市民活動ステーション主催事業

◎あびこDE子育ていいね！Peek-a-
boo　フリマvol.4 7月23日㈯10
時～15時※雨天順延　 あびこショッ
ピングプラザ　 服、おもちゃ、菓子、
リサイクル・手作り品、縁日など
◎あなたの“困った”を助ける「シニ
アほっとカフェ」 7月27日㈬13時
30分～15時30分　 市民活動ステー
ション　 心が軽くなる生前整理　
藤岡兼一さん（生前整理診断士・生前
相続アドバイザー）　 10人
◎Abiボラ・夏休みプログラム 8
月10日㈬①9時30分～12時②10時～
12時　 市民活動ステーション　
①めざせ、ジュニアまちあるき案内人

（9月24日㈯に実践）②子どもでもよ
みきかせボランティアになれる　 ①
中條信三さん（まほろば）②秋田桂子
さん（おおきなかぶの会）　 ①小学4
年～中学生②小学校高学年～大学生　

①5人②10人
〈共通〉 無料　 ・ 市民活動ステー
ション☎7165－4370

市民プラザの夏まつり
7月31日㈰10時～15時　 段ボー

ル迷路、謎解き、スーパーボールすく
いなど　 各ゲーム1回50円 ・
市民プラザ☎7183－2111
第45回　安心・安全なまちづくり

千葉土建の住宅デー
7月24日㈰10時～12時※雨天中

止　 手賀沼公園　 住宅・耐震相談、
小学生用の工作キット配布など　 千
葉土建一般労働組合とうかつ支部☎
7164－2093
チアリーディング無料体験会

7月26日㈫、8月9日㈫・16日㈫
17時～18時15分　 我孫子第一小
学校　 10人　 ・ FIRSTSTEP☎
0120－42－0077

チアダンス無料体験会
7月28日㈭、8月11日㈷・15日㈪

16時15分～19時15分　 ダンスス
タジオ（天王台1の24の9　5階）　

10 人　 ・ FIRSTSTEP☎ 0120 －
42－0077
地域でつながるマルシェinあびこ
7月30日㈯10時～15時※小雨実

施　 ウエルシア我孫子新木駅前店　
パン、弁当、総菜、野菜、手作り雑

貨の販売など　 我孫子市福祉施設連
絡会☎7190－5731

オペラ・ガラ・コンサート
8月7日㈰14時～　 けやきプラザ

ホール　 ヴェルディ「椿姫」「諸国
民の讃歌」ほか　 金子亮平さん、渡
邉真弓さん、松岡幸汰さんほか　
2,500円（18歳以下1,000円、小学生
以下無料※要電話申込）　 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

4人のピアニストと仲間たち
～平和への祈りをこめて～

8月11日㈷14時～16時　 アミュ
ゼ柏　 ベートーベン「運命」、チャ
イコフスキー「ロミオとジュリエット」
序曲、ショパン「ロンド」ほか　 稲
吉宏佳さん、藤澤康子さん、高須洋美
さんほか　 1,500円　 軽喫茶ぽぽ
ら、ブックマルシェほか　 ムジーク
フロイデ・髙須☎7184－2526

講演・講座・教室
高齢者のためのなないろいきいき教室
7月29日㈮10時～12時　 市民プ

ラザ　 正しい薬の使用法　 大槻尚
子さん（やまなみ薬局薬剤師）　 市内
在住で65歳以上の方　 50人　 無
料　 ・ 我孫子北地区高齢者なんで
も相談室☎7179－7360
中高年向け再就職支援セミナー
生活・就労に関する出張相談

◎セミナー 8月23日㈫10時～12
時　 仕事の探し方、応募書類の書き
方、面接対策など　 40歳～65歳の
方　 先着30人
◎出張相談 8月23日㈫①13時30
分～②14時10分～③14時50分～④
15時30分～（各回30分）　 就職する
までの生活・就労に関する相談　 セ
ミナー参加者　 各回先着1人

〈共通〉 市民プラザ　 無料　 ・
7月19日㈫～企業立地推進課☎7185
－2214

募集
東葛エリア　ソーラークッカー大会
8月28日㈰10時20分～14時　 川

村学園女子大学　 湯沸かし部門・炊
飯部門…スピード対決、調理部門…エ
コパック・防災クッキングを楽しむ　

各部門先着10人　 無料（制作補助
費1,000円支給）　 ・ 7月31日㈰
までに太田☎7185－1094
わが家の犬・猫写真コンクール

イベント
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