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【ふるさと大使ナイツ塙宣之の我孫子市広報動画チャンネル】　ふるさと大使のナイツ塙宣之さんが我孫子市の情報を毎月発信！10月は「我孫子市LINE公式アカウント」
と「ジャパンバードフェスティバル（JBF）」を紹介しています。動画は市の公式YouTube（QRコード参照）で配信しています。　 　秘書広報課広報室☎7185－1269

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

イベント
市民プラザ主催事業

◎レジンアクセサリー作り 11月3
日㈷10時～、14時～（各2時間）　
各先着15人　 800円
◎素敵な音のフルコース　冬の入り口
コンサート 12月4日㈰14時～16
時　 田ノ岡三郎さん（アコーディオ
ン）、山本太郎さん（クラリネット）、
竜野みちこさん（ピアノ）ほか　 先着
150人　 1,000円　 12月3日㈯ま
でに市民プラザ
〈共通〉 ・ ・ 市民プラザ☎7183
－2111

KJSOふれあいコンサート
inアビイクオーレ2022

11月6日㈰13時～14時　 アビイク
オーレ1階（イトーヨーカドー我孫子南
口店）　 ミニコンサート、弦楽器体験
石田常文さん（指揮）、柏ジュニアス
トリングオーケストラ　 先着50人　
無料　 石田☎7139－6069

イルミネーション点灯式
11月6日㈰16時～17時　 天王台
駅南口ロータリー　 倭

い

智
ち

之
の

響
ね

さん
（ギター）、並木ひびき太鼓（演舞）　
天王台商店会・大山☎7182－2746
市民活動ステーション主催事業

◎あなたの始めたいを聴く場「S
シ ー ズ

eeds
p
プ レ イ ス

lace」 11月7日㈪・9日㈬10時
～12時（1人50分）　 活動を始めた
い方の相談の場　 子育て中の方　
各日先着2人　 開催日前日まで
◎パソコンの困り事何でも相談会
11月10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）、初めて参加する
80歳以上の方　 先着6人
◎医療のおはなし処「ゆーずかふぇ」
11月16日㈬10時～14時（1組60

分）　 コミュニティナースU's　 が
ん経験者と家族　 先着3組　 11月
15日㈫まで
〈共通〉 無料　 ・ ・ 市民活動ス
テーション☎ 7165－4370 abiko
sks@themis.ocn.ne.jp
柏交響楽団第78回定期演奏会
11月13日㈰14時～16時　 柏市民
文化会館　 ヨハン・シュトラウス2
世「こうもり（序曲）」、シベリウス「交
響曲第2番ニ長調」ほか　 米津俊広
さん（指揮）　 先着1,200人　 980
円（前売り900円）　 ①11月10日㈭
までに楽団ホームページ https://
www.kashiwa-symphony.com/②
12日㈯までに軽喫茶ぽぽら、くまざわ
書店柏髙島屋ステーションモール店　
柏交響楽団☎090－8443－0181
湖北特別支援学校「湖翔祭」

11月12日㈯9時40分～12時10分

作業学習・専門実習製品の販売と
作品展示　 ・ 湖北特別支援学校☎
7188－0596

第10回我孫子和太鼓まつり
11月13日㈰9時30分～15時※雨天
中止　 湖北台中央公園　 和太鼓の
演奏、あんこう鍋・水産加工品などの
販売　 林☎070－4809－6611

マスクdeミニ婚活
11月27日㈰14時～16時　 40歳
までの独身の方　 男女各8人（抽選）
1,500円　 ・ ・ 11月15日㈫

までに、電話・Eメールで住所、氏名、
生年月日、電話番号を明示。我孫子
市結婚相談所あび♡こい♡ハート（け
やきプラザ11階）☎7184－8100
wedding@abiko-shakyo.com

クラシックギターバンド MJ7
第4回アフタヌーンコンサート

11月29日㈫14時～16時　 アミュ
ゼ柏　 「リベルタンゴ」「翼をくだ
さい」「コーヒールンバ」ほか　 先
着400人　 無料　 星野☎090－
9834－2669

さやの会「響きあう世界へ」
11月30日㈬19時～21時　 アミュ
ゼ柏　 ブラームス「バイオリンソナ
タ第1番」、ベートーベン「ピアノ三重
奏曲第1番」ほか　 児玉さや佳さん
（ピアノ）、山口裕之さん（バイオリン）、
佐藤智孝さん（チェロ）　 先着400
人　 3,500円（前売り3,000円）　
①アミュゼ柏、軽喫茶ぽぽら②Eメー
ルで住所、氏名、電話番号、枚数を明
記。さやの会 sayakak828@yahoo.
co.jp　 児玉☎070－9053－4320

講演・講座・教室
遺言書の作成・生前贈与セミナー
11月13日㈰10時～11時50分　
我孫子南近隣センター　 先着20人
500円　 ・ 松本☎080－6507
－1631

お元気まんてん教室
11月22日㈫14時～16時　 天王

台北近隣センター※Zoom参加可　
終活のすすめ　 藤岡兼一さん（生前
整理診断士）　 15人　 無料　 ・
天王台地区高齢者なんでも相談室☎
7182－4100
こもれびまち協・天王台地区社協共催
シニアいきいき講座（健康体操編）
11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
ス　 山口江美さん（NPO法人鼓響理
事長）　 先着40人　 無料　 ・
11月25日㈮までに天王台地区社会福
祉協議会☎7183－9009

認知症サポーター養成講座
12月5日㈪13時30分～15時30分

近隣センターこもれび　 天王台地
区高齢者なんでも相談室相談員　 市
内在住の方　 先着30人　 無料　
室内履き、筆記用具　 ・ 11月

25日㈮までに天王台地区社会福祉協
議会☎7183－9009
湖北地区公民館（コホミン）講座

◎親子でスイーツ（地元産イチゴでク
リスマスケーキ作り） 12月24日
㈯①10時～11時30分②13時30分～
15時　 5号（直径15cm）のケーキ　
中嶋智子さん　 小学生と保護者　
各回8組（抽選）　 2,300円　 エ
プロン、三角巾、持ち帰り用保冷バッ
グ、飲み物　 11月29日㈫までにコ
ホミンホームページ　 ・ 湖北地区
公民館☎7188－4433
女性向け再就職支援セミナー&出張相談
◎セミナー 12月19日㈪10時～12
時　 就職活動の進め方、女性の多様
な働き方、応募書類の書き方など　
就職活動中の女性　 先着30人
◎出張相談 12月19日㈪13時30
分～、14時10分～、14時50分～、
15時30分～（各回30分）　 就職ま
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〉 野田地域職業訓練センター　
無料　 ・ 11月7日㈪～野田市商
工労政課☎7123－1085

募集
令和5年度千葉県生涯大学校学生

期間11月8日㈫～12月27日㈫　願書
配布場所高齢者支援課（市役所西別館
3階）、各行政サービスセンター、県
ホームページなど※郵送希望者はお問
い合わせください　 県内在住の60
歳以上で社会参加意欲がある方　 千
葉県生涯大学校事務局☎043－266－
4705

お知らせ
猫譲渡会

11月6日㈰・20日㈰、12月4日㈰・
18日㈰12時～15時※荒天中止　 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
シルバー人材センター入会説明会
11月17日㈭14時～15時　 市民プ
ラザ　 市内在住の60歳以上で働く
意欲がある方　 先着20人　年会費
2,400円　 ・ 11月11日㈮までにシ
ルバー人材センター☎7188－2200

遺言・相続の無料法律相談会
11月15日㈫13時～16時（1人45

分）　 松戸東洋ビル5階　 先着20
人　 ・ 11月4日㈮10時～千葉県弁
護士会松戸支部☎047－366－6611

水道事業運営審議会の公開
11月16日㈬15時～（傍聴人受付14
時45分～開始前）　 水道局3階会議
室　 令和5年度水道事業（案）　 先
着5人 水道局経営課☎7184－0114

シニアのための仕事説明会
11月18日㈮10時～11時30分　

市民プラザ　 セブン－イレブンでの
短時間勤務や配達などの仕事説明・相
談会　 60歳以上の方　 先着10人
・ 11月17日㈭までに企業立地推
進課☎7185－2214

我孫子市戦没者追悼式
11月18日㈮10時30分～　 湖北地
区公民館※平服でご参加ください　
社会福祉課・内線649

千葉県里親制度説明会
11月19日㈯13時～15時　 さわ

やかちば県民プラザ　 里親制度に興
味がある方　 先着80人　 無料　
・ 子ども家庭サポートセンター
ちば「オレンジの会」☎0470－28－
4288

猫譲渡会＆フリーマーケット
11月20日㈰10時～12時　 アビ

スタ前広場　 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　 早川☎7188－0007

まち協情報
我孫子南まちづくり協議会

◎南まち協フェスティバル ①11
月5日㈯10時～16時②6日㈰10時～
15時　 絵画、書道、舞台（①市民の
発表②小学生の発表）、子どもコーナー
（②のみ）など　 無料　 室内履き
◎スマホ・タブレット講座 11月
12日㈯13時20分～15時30分　
初心者質問教室（実践あり）　 15人
（初参加者優先）　 300円　 スマホ
・タブレット　 11月3日㈷～
◎IT/PC相談室 11月19日㈯13時
10分～15時30分　 ①相談（1人60
分）②ミニ相談（1人20分）　 ①12人
（初参加者優先）　 無料　 スマホ・
タブレット・パソコン　 11月3日㈷～
〈共通〉 ・ ・ 我孫子南近隣セン
ター☎7181－1011

新木地区まちづくり協議会
◎はっけんあらきウオークラリー
11月12日㈯・13日㈰10時30分～14
時30分　 新木近隣センター集合、解
散　 地区内6カ所の公園を巡る　
50円（18歳未満無料）
◎新木ふれあい文化祭 11月12日
㈯・13日㈰10時～16時　 新木小・
湖北中吹奏楽部の演奏、落語、バザー
など　 無料　 室内履き
〈共通〉 ・ ・ 新木近隣センター☎
7188－2010
天王台北地区まちづくり協議会

◎天王台北「近隣アート展」 11月
12日㈯13時～17時、13日㈰10時～
16時　 絵画、書道、写真、陶芸など　
無料　 室内履き　 ・ 天王台北
近隣センター☎7182－9988

こもれびまちづくり協議会
◎こもれび秋のフェスタ2022 11
月19日㈯10時～17時、20日㈰10時
～15時　 絵画、書道、手工芸、盆
栽、生け花などの展示　 無料　 室
内履き　 ・ 近隣センターこもれび
☎7165－2011
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