
7No.1567   令和5（2023）年2月1日号 情報ひろば・市民伝言板 7

【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

イベント
市民活動ステーション主催事業

①あなたの始めたいを聴く場「S
シ ー ズ

eeds
p
プ レ イ ス

lace」 2月6日㈪・8日㈬10時～
12時（1人50分）　 20歳～50歳代　

各先着2人　 開催日前日まで
②パソコンの困り事何でも相談会
2月9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）、初参加の80歳
以上　 先着6人
③移動子育て交流スペース「cafeネス
ト」 2月14日㈫10時～11時30分

未就園児と保護者※保護者単独可　
先着5組　 2月11日㈷まで

④市民活動ステーション利用者懇談会
2月13日㈪11時～13時　 20年を

振り返り、今後を語る　 先着20人
〈共通〉 ①②④市民活動ステーション
③Happy－Nest（柴崎台3の6の25 2
階）　 ①②④無料③300円　 ・
市民活動ステーション☎7165－4370

第89回にっぽんの心を歌う会
歌と踊り新春大会

2月12日㈰10時30分～16時　 け
やきプラザ　 最近の曲から懐メロま
で※踊り、クイズあり　 にっぽんの
心を歌う会会員　 先着150人　 無
料　 阿部☎090－8081－7827

第26回東葛教育芸術祭
2月14日㈫～19日㈰9時～17時（初日

14時～、最終日13時まで）　 さわや
かちば県民プラザ　 退職・現職教職
員が制作した絵画、書道、手工芸など
の展示　 田中☎090－1124－1404

我孫子吹奏楽団
創立35周年記念演奏会

2月19日㈰14時～16時30分　 け
やきプラザ　 「ハーリ・ヤーノシュ」

「斐
ひ

伊
い

川
か わ

に流るるクシナダ姫の涙」ほか
今川英悟さん（指揮）　 700円（中

学・高校生400円、小学生以下無料）
中村☎080－3472－8420
我孫子市に住みたい人のためのPizza婚活

3月4日㈯10時～16時　 ピザ作
りなど　 男性…40歳代、女性…年
齢制限なし　 各12人（抽選）　
3,000円　 ・ ・ 2月20日㈪まで
に我孫子市結婚相談所あび♡こい♡
ハート☎7184－8100
新木地区まち協・湖北地区社協共催

らくらく健康体操
2月22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　 先着20人　 無料　 動
きやすい服装、室内履き　 ・ ・
2月4日㈯～新木近隣センター☎7188
－2010
テレマンとJ.S.バッハはいかが？

2月25日㈯14時～15時10分　 ア

ミュゼ柏　 「ドン・キホーテ」「結婚
カンタータ」ほか　 伊津野志保さん、
眞山美保さんほか　 6歳以上　 先
着150人　 2,000円　 2月24日㈮
までにアミュゼ柏、軽喫茶ぽぽらほか

眞山☎080－5697－9326

講演・講座・教室
高齢者のためのなないろいきいき教室
2月9日㈭10時～13時　 我孫子北

近隣センター並木本館　 免疫力を上
げる野菜中心の料理教室　 木下利枝
子さん　 市内在住の65歳以上　
先着12人　 500円　 エプロン、三
角巾、飲み物　 ・ 我孫子北地区高
齢者なんでも相談室☎7179－7360
人生100年時代の心の健康づくりセミナー

2月17日㈮13時30分～15時30分
けやきプラザ　 最期まで自分らし

く過ごすために　 葛西好美さん　
先着40人　 無料　 ・ いきいき
生活倶楽部まほろば☎7181－9701

お知らせ
シルバー人材センター入会説明会
2月16日㈭14時～15時　 市民プ

ラザ　 市内在住の60歳以上　 先
着20人　年会費2,400円　 ・ 2月
10日㈮までにシルバー人材センター
☎7188－2200
Jアラート　全国一斉情報伝達訓練

災害時にJアラート（全国瞬時警報シス
テム）から送られてくる緊急情報を確
実に市民の皆さんに伝えるため、防災
行政無線による情報伝達訓練を行いま
す※災害発生時などは中止　 2月15
日㈬11時～　 市民安全課・内線217

猫譲渡会
◎ねこ友会 2月19日㈰11時～13
時　 アビスタ前広場　 保護猫の譲
渡、フリーマーケット※保護猫飼育ボ
ランティア募集中　 早川☎7188－
0007
◎猫里親会 2月26日㈰、3月12日
㈰・26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　 猫里親会☎090－
1618－2502

弁護士無料法律相談会
2月25日㈯10時～15時（1人30分）
松戸東洋ビル5階　 先着12人　

・ 2月6日㈪14時～千葉県弁護士会
松戸支部☎047－366－6611

まち協情報
我孫子南まちづくり協議会

◎やさしい筋トレ 2月14日㈫①
13時15分～②15時～　 鈴木智美さ
ん、辰己淳子さん　 各先着20人　

無料　 動きやすい服装、室内履き、

タオル、飲み物
◎スマホ・タブレット・パソコン相談
室 2月18日㈯13時～15時30分　

①相談（1人60分）②ミニ相談（1人
20分）　 ①12人　 無料　 相談し
たい機器

〈共通〉 ・ ・ 2月3日㈮～我孫子
南近隣センター☎7181－1011
布佐南地区まちづくり協議会

◎そば打ち講習会 2月26日㈰9時
15分～14時　 先着20人　 1,500
円　 エプロン、三角巾、タオル　
・ ・ 2月23日㈷までに費用を持参。
布佐南近隣センター☎7189－3740

新木地区まちづくり協議会
◎ふれあい文化講演会 2月26日㈰
10時～11時20分　 我孫子の空を渡
る鳥たち　 小田谷嘉弥さん　 無料

室内履き　 ・ 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

講演・催し たのしもう

▼カイロプラクティック無料施術　2
月28日㈫まで※問い合わせ時に希望
日時を確認。TANAKA天王台整体院。
腰痛・肩こりなどでお悩みの方。 高
橋☎7169－4274
▼ペットロス相談会　2月10日㈮・
13日㈪13時～（1人30分）。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
▼市指定文化財「中里薬師堂薬師三尊・
十二神将像」御開帳　2月11日㈷10時
～15時。中里238。薬師如来は眼病に
霊験あらたかな仏様として祭られてい
ます。 髙崎☎090－8308－4920
▼国がん柏キャンパス30周年記念シンポ
ジウム　2月11日㈷13時～16時。柏の葉カ
ンファレンスセンター。会場先着300人。無
料。 ・ 国立がん研究センター東病院☎
7133－1111 https://www.ncc.go.jp/
▼放談くらぶ「男女共同参画について

『日本社会は男女平等？』」　2月11日㈷
14時～16時。市民プラザ。 関英昭さ
ん。35人。300円。 ・ 我孫子の
文化を守る会・佐々木☎7185－0675
▼昭和～平成の懐かしい歌謡曲を高級
Hi-Fiサウンドで聴こう　2月12日㈰13
時30分～15時30分。久寺家近セ。先
着30人。無料。 我孫子オーディオフ
ァンクラブ・脇田☎090－5422－5479
▼我孫子革新懇「新春のつどい」　2月
13日㈪14時10分～16時20分。市民
プラザ。落語と講演「ジェンダー平等
とはなにか」。 福富美穂子さん。無料。

中村☎090－3964－3111
▼レイナホク　2月19日㈰10時～16
時30分。アミュゼ柏。我孫子・柏・
取手周辺のバンドやフラダンスグルー
プの発表会。先着400人。無料。 高
橋☎090－2750－2793

▼家族で健康空手、護身術講座　2
月23日㈷①10時～12時②13時～15
時。けやきプラザ。3歳以上の方。各
先着30人。無料。 動きやすい服装。

勝部☎080－6056－6699
▼コンサート「くちびるに歌を」　2月
23日㈷13時～14時30分。アビスタ。
オペラや子守歌など。出演塚本江里子
さん。140人。1,000円。 ・ ふれ
あい塾あびこ☎080－1364－0371
▼もしもへの備え（デジタル終活）－端
末データパスワード自動引き落とし情
報　2月24日㈮14時～16時。市民プ
ラザ。1,500円。資料は会計後Eメール
で送付。 今泉☎090－4715－2905
▼笑顔つながるアニマルシェ　2月
25日㈯10時～15時。ふれあい牧場
exstion（印西市）。縁日、弁当などの
販売、乗馬体験。 オルカコーヒー焙
煎本舗・伊藤☎080－3431－9456
▼中村天風の教えを学ぶ 第19回講
演会「天風教義30年の実践」　2月25
日㈯14時～16時30分。我孫子南近セ。
初心者歓迎。先着30人。500円。 ・

勝又☎080－1252－0308
▼講演会「憲法改正は必要なのか？」
2月26日㈰16時～17時30分。パレッ
ト柏。先着50人。1,000円（高校生以
下無料）。 教育を正す東葛市民の会・
岩渕☎090－4847－0400
▼パソコン楽しみ隊市民ICT講座「Word
で簡単ミニアルバム」　2月28日㈫13
時30分～16時。我孫子南近セ。先着
12人。1,500円。 ・ 小西☎7149
－5243
▼中高年から始めるらくらくピアノ無料
体験会　3月1日㈬10時～11時。我孫
子南近セ。キーボードを楽しむ。7人。

・ 三好☎080－2090－0871

会員・仲間募集 やってみよう

▼ドイツ語学習のためのルター訳聖書
（原書）講読会　毎週㈬10時～12時。
中央公民館（柏市）。若干名。無料（人
数割りで会場費負担）。 山本☎7132
－6072
▼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。見学歓迎。 1,000円。 3,500
円。 中村☎080－3024－5966
▼身体づくりを支援する体操教室　週
1回。我孫子北近セ並木。1回400円。

動きやすい服装、室内履き、ヨガマッ
ト、タオル、飲み物。 宮下☎080－
2693－8980

1 月 1 日時点 前年同月比

人口 130,964人 －438人

うち外国人 2,241人 ＋250人

男 64,194人 －219人

女 66,770人 －219人

世帯 61,247世帯 ＋698世帯

我孫子市の人口
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