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【市民伝言板の申込方法】　広報掲載依頼書（秘書広報課広報室・各行政サービスセンターで配布。市ホームページからダウンロード可）を掲載希望号の1カ月前の前日までに提
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。※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

▼中央学院大学　夏休み図書館開放
8月31日㈬まで9時～17時（土・日曜
日、10日㈬～16日㈫は休館）。高校
生のみ。 生徒手帳。 中央学院大学
☎7183－6525
▼パソコンスマホなんでも相談会　8月
4日㈭・18日㈭9時～16時（1人60分）。
けやきプラザ。障害者、外国人（英語）、
シニア。1,500円。 ・ グループハ
マダ・ヤマダ☎050－6867－9040
▼Scratchでプログラミング　8月7
日㈰・14日㈰10時～12時。マスダ
湖北店3階。小学生以上。各日6人。
500円。 ・ アシラネ☎7197－
3308 asln.digital.ps＠gmail.com
▼ペットロス相談会　8月18日㈭・
30日㈫、9月8日㈭・22日㈭13時～（1
人30分）。我孫子南近セ。愛犬・愛猫
との死別や思い出を語る。2,000円。
・ 渡邉☎090－6197－6397
▼障害年金無料個別相談会　8月18日
㈭13時30分～16時30分。ラコルタ
柏　 ・ NPO法人みんなでサポー
トちば☎070－1541－7661
▼第14回あびこ平和フェスティバル
8月19日㈮・20日㈯13時～。市民プ
ラザ。19日朗読、講演。20日二胡演奏、
講演。展示あり。無料。 中村☎090
－3964－3111
▼放談くらぶ「山岳ガイドという仕事」
8月21日㈰14時～16時。市民プラザ。
倉岡裕之さん（市内在住）。先着50
人。300円。 ・ 我孫子の文化を守
る会・佐々木☎7185－0675
▼歌のワークショップ／ Jr.コーラス
8月21日㈰・26日㈮15時30分～16時
30分。アビスタ。小学1年生以上。無料。
・ 宮部☎090－8347－0242
heartfullconcert＠yahoo.co.jp

会員・仲間募集 やってみよう

▼囲碁の会「2012碁」　毎週㈬9時～
12時。高野山自治会館。講義と対局。
初段を目指す1～5級程度の方。
1,500円。 ・ 加藤☎090－4070
－7691
▼我孫子シニアアンサンブル　毎週㈭
13時30分～16時。市内近セ・公民館
ほか。バイオリンの経験がある方。
1,000円。 3,000円。 ・ 新井☎
090－3694－3309
▼布佐卓球クラブ　毎週㈭19時～21
時・㈰㈷9時～12時（第1㈰のみ13時
～16時）。布佐小学校体育館。18歳
以上。5人。 4,300円。 ・ 馬場
☎080－3029－7503
▼アルゼンチンタンゴダンス　第1・
3㈯10時～11時（10月から3カ月間）。
アビスタ。姿勢を整え体力増強。初
心者歓迎。 2,000円。 ・ 奥谷☎
090－9335－9567
▼時事カフェ　毎月第3㈰13時～16
時（次回は8月21日㈰）。市民活動ステ
ーション。政治・経済など、時事問題
について楽しく語り合う。 100円。
松村☎7182－6599

食品用ラップ　 8月27日㈯まで
◎季節をめぐる寄せ植え講座（秋編）
9月22日㈭10時～12時　 大嶋陽
子さん（いくにわラボラトリー）　 20
人（抽選）　 2,500円　 エプロン、
筆記用具、飲み物　 8月31日㈬まで
◎ふれあい陶芸講座 ①10月1日・
8日・15日、11月5日・19日、12月3日、
令和5年1月7日②2月4日いずれも土
曜日①9時30分～14時30分②10時～
11時　 ①陶芸の基礎②作品引き渡
し　 20人（抽選）　 7,000円　
汚れてもよい服装、エプロン、タオル
2枚、雑巾、持ち帰り用袋、筆記用具、
昼食、飲み物　 9月16日㈮まで
〈共通〉 ・ ・ 湖北地区公民館☎
7188－4433※ホームページから申
込可

お元気まんてん教室
8月31日㈬14時～16時　 近隣セ
ンターこもれび※Zoom可　 認知症
とお金の管理　 安武慎作さん（弁護
士）　 無料　 ・ 天王台地区高齢
者なんでも相談室☎7182－4100

お知らせ
猫譲渡会

8月14日㈰・28日㈰、9月11日㈰・
25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
込みは事前連絡。保護犬猫の引き取
り不可　 猫里親会☎090－1618－
2502
「敬老の日」無料宿泊プレゼント
宿泊日9月19日㈷※1泊朝食付き　
市内在住で70歳以上の方　 ツイン
5室、シングル10室（抽選）　 ・ ・
8月15日㈪（必着）までに、はがきに
住所、氏名、年齢、電話番号、喫煙の
有無を明記（ツインの場合は2人分）。
〒270－1176柴崎台1の9の14ホテ
ルマークワンアビコ☎7186－1717

猫譲渡会&フリーマーケット
8月21日㈰10時～12時　 アビス
タ前広場（手賀沼公園側入り口）　 ね
こ友会・早川☎7188－0007※保護
猫飼育ボランティア募集中

まち協情報
我孫子南まちづくり協議会

◎IT/PC相談室（PC・スマホ・タブレッ
ト） 8月20日㈯13時20分～15時
30分　 ①相談（1人60分）②ミニ相
談（1人20分）　 ①10人（初参加者優
先）　 相談したい機器　 ①300円
②100円 ・ ・ 8月3日㈬～我
孫子南近隣センター☎7181－1011

新木地区まちづくり協議会
◎新木ふれあい夏まつり 8月20日
㈯16時～19時40分※雨天順延　 新
木小学校校庭　 模擬店など　 新木
近隣センター☎7188－2010

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

イベント
市民プラザ主催事業

◎作ってみよう！レジンアクセサリー
体験 8月6日㈯・18日㈭10時～12
時　 各先着15人※小学3年生以下は
保護者同伴　 800円　 ピンセット
◎夏にピッタリ！コースターづくり
8月19日㈮13時30分～15時30分
小学5年生以上　 先着15人　

800円　 定規、はさみ
◎ジャズライブ「すこぶるお洒落 とび
きりすてき 心もカラダも踊りだす！
Swing＆Jive」　 9月4日㈰14時～
16時　 Jive at Five＋One　 先着
150人　 1,200円（前売り1,000円）
〈共通〉 ・ ・ 市民プラザ☎7183
－2111
市民活動ステーション主催事業

①パソコンの困り事何でも相談会
8月11日㈷9時～16時（1人60分）　
グループハマダ・ヤマダ　 障害者・
外国人（英語対応可）・80歳以上（初め
ての方のみ）　 6人
②あなたの始めたいを聴く場「S

シ ー ズ

eeds
p
プ レ イ ス

lace」 8月15日㈪10時～16時
（1人50分）　 子育て中の方　 5人
8月14日㈰まで
③医療のおはなし処「ゆーずかふぇ」
8月17日㈬10時～、11時～、13

時～（1組60分）　 がん経験者・家
族　 各1組　 コミュニティナース
U’s　 8月15日㈪まで
④移動子育て交流スペース「cafeネス
ト」 8月23日㈫10時～11時30分
未就園児と保護者※保護者単独可　
5組　 8月20日㈯まで

〈共通〉 ①～③市民活動ステーショ
ン④湖北地区公民館　 ①～③無料④
300円　 ・ 市民活動ステーション
☎7165－4370
市民のチカラまつり企画部門

今日からみんなでアンガーマネジメント
8月14日㈰①13時30分～②15時

～（各60分）　 我孫子南近隣セン
ター　 佐藤敬子さん、丸山尚史さん
（日本アンガーマネジメント協会）　
①小学生②中学生　 各30人　 無
料　 info@tm-am.jp　 未来キッ
ズ☆バトン☎090－4013－9166

第52回我孫子市民剣道大会
9月18日㈰9時～　 市民体育館　
小学校低学年・高学年、中学男子・
女子、高校男子・女子、大学・一般女
子3段まで、大学・一般男子3段まで、
大学・一般男女4段以上※個人戦　
市内在住・在学・在勤の方　 500円
（小・中学生300円）　 ・ 8月14日
㈰（必着）までに、はがき・Eメールに住
所、氏名、性別、年齢、学年、電話番
号、段級位を明記。〒270－1164つく

し野5の19の7松本武☎080－6727－
4695 mimasan1962@ezweb.ne.jp
第53回我孫子市民バドミントン大会
9月4日㈰9時～　 市民体育館　
男女シングルス、男女ダブルス、混
合ダブルス※各ランク別（詳細はバド
ミントン連盟ホームページ参照）　
市内在住・在学・在勤の方　 1種目
500円（小・中学生200円）　 ・ 8
月25日㈭（必着）までに、はがきに大
会名、種目、住所、氏

ふり

名
が な

、年齢、性別、
電話番号を明記（ダブルスの場合は2
人分）。〒270－1175青山台4の9の
15岡信幸☎090－6006－2855

トロイメルコンサート
若きアーティストたちのコンサート
8月28日㈰14時～16時　 湖北地
区公民館　 オールソウルズゴスペル
クワイア（ゲスト）、ensemble rivage
ほか　 250人　 無料　 教育委員
会文化・スポーツ課☎7185－1601
モーツァルトの室内楽はいかが？
9月10日㈯14時～15時10分　 ア
ミュゼ柏　 ディヴェルティメント、
オーボエ五重奏ほか　 眞山美保さん
（オーボエ）、井崎真理さん・脇野真樹
さん（バイオリン）ほか　 150人　
9月9日㈮までにアミュゼ柏、軽喫茶
ぽぽら、チケットぴあ　 2,000円　
眞山☎080－5697－9326
フルートアンサンブル紙ふうせん

第13回定期演奏会
9月11日㈰14時～16時　 アミュ
ゼ柏　 ラプソディー・イン・ブルー、
朝ドラ主題歌特集ほか　 細山友子さ
ん（指揮）　 400人　 無料　 須田
☎7154－7413

講演・講座・教室
意思疎通支援者養成研修必修基礎コース
9月4日㈰～11月27日㈰（全13回）
船橋市西部公民館※一部オンライン
失語症者とのコミュニケーションに

必要な会話技術　 30人　 無料　
・ 8月20日㈯までに千葉県言語聴
覚士会☎080－7187－2524
新木地区まち協・湖北地区社協共催

らくらく健康体操
8月24日㈬10時～11時30分　 バ
ランスボールで有酸素運動　 高橋真
弓さん（ベジガールズ）　 先着20人　
運動できる服装・室内履き　 無料
・ ・ 8月5日㈮～新木近隣センタ
ー☎7188－2010
湖北地区公民館（コホミン）講座

◎千葉伝統の技「太巻きまつりずし」
9月11日㈰13時～15時　 ハネウサ
ギ　 川合美津子さん（元学校栄養士）
16人（抽選）　 800円　 エプロ

ン、三角巾、布巾2枚、まきす（大・小）、
持ち帰り用容器、筆記用具、飲み物、

講演・催し たのしもう
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