2020

外からかえったら 手あらい・うがい!!

冬

号

新型コロナやインフルエンザに気をつけよう！

イベントなどが中止になることもあるので、申込･参加前に確認してね。感染症対策にご協力お願いします。
\ 料金を書いてないのは 参加無料！

正月を楽しもう！
ガールスカウトの新年会
お茶席体験とお正月のゲーム
1/9(土) 13:30～15:30 (13:20集合)
アビスタ ホール
3才～小学生の女子と保護者
うわばき､水筒(飲み物)
要申込 電話､SMSで 氏名､学年(年令)を
明記 12/31(木)〆切
申･問=井上 080-5508-6627

新木ふれあいあわんとり
正月かざりのたき上げ
1/10(日) 11:30～14:00
新木小 校庭
問=新木地区まちづくり協議会 7188-2010

わくわくチャレンジ!
ボーイスカウト我孫子第1団

わくわく自然体験あそび
①12/20(日) 9:00～14:00
｢～森のクリスマス～｣
②1/10(日) 9:30～13:30
｢～お正月～｣
③2/21(日) 9:30～12:00
｢～お誕生日～｣
ボーイスカウト我孫子第1団野営場
(五本松公園向かい本妙寺奥)
小学生 先着20名
水筒､防寒着､敷き物 ①はおにぎりも
要申込 電話､メールで
申･問=黒木 7185-0026
kiyo_96ki@yahoo.co.jp
長原 7139-6310
bureau.bsabiko1＠gmail.com

遊覧船で手賀沼について学ぼう！

滝前不動 新春竹宵
竹宵 (たけよい)ライトアップ
竹林を150本の竹とうろうでライトアップ
12/19(土)～1/11(祝) 16:30～22:00
点灯イベント 12/19(土) 16:30～18:00
(荒天中止)
滝前不動 (岡発戸1273)

☆かぐや姫を探せ!! スタンプラリー
3本の光る竹をみつけよう。スタンプを集
めてステキな景品をGETしよう。
12/19(土)～1/11(祝)
景品交換は1/20(水)まで
※くわしくは、スタンプ台紙を見てね

☆竹とうろう予約販売
12/19(土) 16:30～18:00(荒天順延)
電飾込み1,000円
先着60名
お渡し1/12(火) 10:00～12:00
問=米澤 090-6503-2084

消防本部 大会議室
小5～(市内在住･在勤･在学) 各回先着12名
要申込 くわしくは､我孫子市のホームペ
ージで ｢我孫子市救命講習会｣で検索
申･問=消防本部 警防課 7181-7701
平日 9:00～17:00

紙飛行機工作と飛行大会
6種類の紙飛行機を作って飛ばそう!
ビックリするほど飛ぶよ♪
2/20(土) 13:30～15:30
アビスタ ホール
先着20名(小学生以下保護者同伴)
50円(保険料)
はさみ､子ども用スリッパ
要申込 電話で 住所､氏名､年令､電話番号
2/1(月)～19(金)17:00〆切
申･問=手賀沼課 7185-1484

近隣センターのもよおし

我孫子市のシンボル手賀沼を船の上から 【我孫子南近隣センター】 7181-1011
ながめてみませんか？ 手賀沼の歴史や
能の楽しみ
今､生き物についてガイドします
日本の伝統芸能にふれてみよう！能面･衣
12/26(土) ①10:30～ ②13:30～
装･楽器などの紹介､プロ能楽師が楽しく解
1 /16(土) ③10:30～ ④13:30～
説､小学生も出演します
※各回約1時間 受付は各回15分前
2/28(日) 14:00～16:00
※雨天・強風時 中止
9Fホール
手賀沼公園ボート乗り場｢湖上園｣前集合
先着 50名
どなたでも 先着30名
マスク､うわばき
(小学生以下保護者同伴)
要整理券 2/1(月)～ 受付で配布
要申込 電話で 住所､氏名､年令､電話番号
①②12/16(水)～24(木) 17:00〆切
【近隣センターこもれび】 7165-2011
③④ 1 / 4 (月)～14(木) 17:00〆切
こもれび＊おはなし会
申･問=手賀沼課 7185-1484
幼児～小学校低学年向き
大切な人の命を助けるために
12/25(金) 11:00～11:20 和室
心肺蘇生法やAEDの使い方を学びましょ
未就園児向き
う！小学5年生から参加できます
1/14･28､ 2/11(祝)･25 幼児コーナー
①1/30(土) 9:00～11:00
3/11･25 和室
＊
②3/ 6 (土) 9:00～10:00
いずれも (木)11:00～11:20
*
事前に｢e-ラーニング｣の受講が必要
幼児コーナー

＠アビシルベ

図書館へ行こう
問=アビスタ本館 7184-1110
布佐分館
7189-1311
移動図書館 7187-0909
※年末年始休館日 12/28(月)～1/4(月)
おはなし会
絵本の読み聞かせと素話
12/25(金) 14:00～14:30
4～9才くらい
アビスタ本館：おはなしのへや
布佐分館
：第1会議室

親子で楽しむおはなし会
絵本の読み聞かせとわらべうた･手遊び
①1/28(木) ②2/25(木) ③3/25(木)
いずれも 10:40～11:00
アビスタ 第2学習室
0～3才とその保護者 各回8組
要申込 アビスタ本館へ電話､または
各館カウンターで
受付開始：①12/25(金) ②1/29(金)
③2/26(金)

そよかぜおはなしタイム
幼児～小学生と保護者向け
※雨天中止 ※1･2月はお休み
青山台ステーション(柴崎台北公園)
3/17(水) 15:00～16:00

年 末 年 始 情 報

申･問=アビシルベ 7100-0014
※ 年末休館日 12/29(火)～1/3(日)
くわしくはHPで (｢アビシルベ｣で検索)

つまようじアート展
我孫子東高校図書委員作成の石村嘉成作
品を展示
～12/16(水) 9:00～18:00

新春獅子舞 (ししまい)
1/9(土) 10:00～11:00

鳥の博物館の催し
申･問=鳥の博物館 7185-2212
※年末年始休館日 12/28(月)～1/4(月)
※くわしくは鳥博HPで (｢とりはく｣で検索)
開館30周年記念特別展示 ｢日本の鳥」
日本の鳥の標本約350点を展示
～1/31(日)
2F 企画展示室
入館料
鳥博セミナー

｢日本列島の鳥の起源と進化－
DNAの研究でわかった鳥たちの
歴史｣
オンラインで開催します
12/12(土) 14:00～15:30
講師：西海功さん(国立科学博物館)

てがたん
1/ 9 ｢もっと知りたい ユリカモメ｣
2/13 ｢てがたん樹木検定 冬編｣
3/13 ｢てがたんしりとり｣
いずれも(土)10:00～12:00 (雨天中止)
鳥の博物館玄関前集合
双眼鏡(貸出用あり)､筆記用具
100円 (中学生以下無料)
要予約 電話で 各回先着10名

あびこ自然観察隊
①2/21(日) 9:00～12:00 (雨天中止)
｢観察しよう! 手賀沼の冬鳥｣
②3/14(日) 9:00～12:00 (雨天中止)
｢春の谷津田観察会｣
①手賀の丘公園集合～手賀沼
②東我孫子駅南口集合
双眼鏡(お持ちの方)､筆記用具
歩きやすい靴と服装
100円 (中学生以下無料)
要予約 電話で
①1/21(木) 9:00～ ②3/1(月)
申･問=①手賀の丘少年自然の家 7191-1923
②鳥の博物館 7185-2212
企画展 ｢友の会展｣
鳥の楽しみ方と友の会活動を紹介
2/13(土)～3/14(日)
2F 企画展示室
入館料

我孫子の中学生 ジュニアオリンピックカップで大活躍！

冬の交通安全運動

10月18日(日)に神奈川県の日産スタジアムで行われた『全国中学生陸上競技大会

12/10(木)～19(土)

2020』で、我孫子市内の中学生が大活躍。男子400メートルでは我孫子中学校3年

手賀沼公園
ミニＳＬとレンタサイクル

の久保田航生(くぼたこうき)さんが、決勝進出。A決勝で5位の成績を収めました。

3/24(水)まで冬季休業 3/25(木)から再開

で4位に入りました。すばらし～！！

女子100メートルハードルでも、白山中3年の星野美優(ほしのみゆ)さんが、B決勝

イベントなどが中止になることもあるので、申込･参加前に確認してね。感染症対策にご協力お願いします。

@手賀の丘少年自然の家
問=県立手賀の丘少年自然の家 7191-1923

冬の星空を観察しよう!
1/16(土) 18:00～20:30 (雨天中止)
親子･一般 先着50名
100円
要申込 電話で 12/16(水) 9:00～
手賀の丘探検隊 冬

地面の下はどうなってるの？
1/23(土) 13:00～15:30 (雨天中止)
親子 先着20名
100円
要申込 電話で 12/17(木) 9:00～

手賀の丘 ミニフェスタ
プラネタリウムコンサート､創作活動
ラート体験､フリマなど
2/7(日) 10:00～14:00

初心者でも楽しめるラート教室
2/21(日) 10:00～11:30
体育館
小学生(身長115㎝)以上 先着20名
要申込 電話で 1/22(金) 9:00～
わくわく工作教室 焼き杉体験
杉板を焼いて部屋やドアのかざりを作ろう
2/23(祝) 13:30～15:00
親子 先着10組
1組 300円
要申込 電話で 1/23(土) 9:00～

子ども食堂
子ども食堂 どんぐり
第3木曜 (3･8月は第4木曜)
16:30～18:30
根戸357
未就学児 無料 小学生以上 100円
問=根本 7182-0232

子ども食堂 かぜ
第3土曜 11:00～12:30
つくし野3-22-2-201 Cafe 風
高校生以下 200円 大人 400円
要予約
申･問=Cafe 風 7199-7355

みんなの広場
月～土 11:00～14:00､ 17:00～
天王台1-13-6 プラネットビル1F
小中学生限定メニュー 200円
※飲み物持ち込み自由
問=みんなの広場 7185-8008

一粒の麦

ふさ子ども学習室

都部83-1
第3金曜 17:00～19:00
小学生まで 無料
中高生 100円 大人 300円
問=一粒の麦 木田 090-2747-6432

ウェルシア我孫子新木駅前店
毎週火曜 16:30～18:30
小･中学生
喫茶店「こばん」図書館布佐分館前
毎週木曜 16:30～18:30
小･中学生
近隣センター ふさの風
毎週木曜 16:00～18:00
小･中学生
上町自治会館
毎週木曜 16:00～18:00
小･中学生
ふさ復興会館 会議室
毎週火曜 16:00～18:00
小･中学生
問=ふさ子ども学習室 山下
080-3471-6640

こほく子ども食堂
第3木曜 17:30～19:00
けやき社会センター 都部新田37-2
中学生まで 無料 大人 500円
ボランティア 300円
要申込 送迎も可
申･問=けやき社会センター 7187-1944

ふさ子ども食堂
第2水曜 17:30～19:30
ふさ復興会館 都13
中学生まで 無料 大人 300円
要予約
申･問=ふさ子ども食堂 武者小路
090-1451-3365 (むしゃこうじ)

マナビトらぼ

･ あびこ子ども食堂 けやきプラザ11F
問=西廣(にしひろ) 090-2326-4510

布佐行政サービスセンター 会議室
毎週月曜 18:00～20:00
小･中学生 他
けやきプラザ11F
毎週木曜 18:00～20:00
小･中学生 他
問=社会福祉課 7185-1113

･ 子ども食堂 わごころ 柴崎台2-8-1)
問=わごころ 7181-0556

再開未定の学習支援教室

再開未定の子ども食堂

(12/11現在 子ども食堂ネットワーク
事務局調べ)

学習支援教室
あびこプラス・ワン
けやきプラザ10F
毎週火曜 18:00～20:00
学びを希望する方ならどなたでも
湖北駅北口 はるか
毎週金曜 18:00～20:00
学びを希望する方ならどなたでも
湖北台市民センター
毎週金曜 18:00～20:00
学びを希望する方ならどなたでも
エール我孫子事業所
毎週水曜 17:00～20:00
主に小･中学生
問=あびこプラス･ワン 相澤
090-4240-1975

NPO法人 アビィーズ
寿1-19-6-201
毎週日曜 16:00～18:00
毎週金曜 18:30～20:30
小1～高3
問=NPO法人 アビィーズ 宮本
090-6120-7250

みんなの広場
天王台1-13-5
月～土 11:00～14:00 17:00～23:00
小･中学生
問=みんなの広場 7185-8008

･ すずらんの会 けやきプラザ11F
問= suzurannokai@gmail.com
･ こもれびまちづくり協議会 近隣センタ
ーこもれび (運営：すずらんの会)
問= suzurannokai@gmail.com
･ わごころ (柴崎台2-8-10)
問=わごころ 7181-0556
(12/11現在 学習支援ネットワーク
事務局調べ)

お子さんの急な病気で心配なとき…

《こども急病電話相談》

または

043-242-9939

受診したほうがよいのか
様子をみても大丈夫なのか
小児科医や看護師がアドバイス
毎日 19:00～翌朝6:00
実施：千葉県 運営：千葉県医師会

休日診療所 内科･小児科･歯科
日曜､祝日､年末年始(12/30～1/3)
湖北台1-12-17(保健センター敷地内)
内科･小児科 ：9:00～11:30､13:00～16:30
歯
科 ：9:00～11:30
問=休日診療所 7187-7020(診療時間内)
健康づくり支援課 7185-1126

子育て支援施設に行ってみよう
こどもの遊び場､ 親子の交流の場
０才～就学前の子どもと保護者が利用
できます
開館曜日や利用区分を
設けて一部広場を開館
しています。
市のホームページを
チェックしてから、
遊びにきてください.。
☆出前保育【るんるんパーク】
天王台西公園 12/ 4 (金)､3/ 5 (金)
柴崎台中央公園 12/16(水)､3/17(水)
※雨天中止
問=保育課子育て支援センター
7185-1915

おいで！ちいさなおともだち

のびっ子クラブ

サイエンスクラブ“これからっと”

12/21(月) ｢クリスマス会｣
1/18(月) ｢豆まき｣
2/15(月) ｢ひなかざりづくり｣
3/15(月) ｢春よ来い! 桜の花でおめでとう｣
10:00～11:30 (受付10:15まで)
近隣センターこもれび 多目的ホール
未就園児と保護者 先着20組
要申込 開催月の1日～電話で
(月～金9:00～16:00 第2･4火､祝日除く)
申･問=天王台地区社協 7183-9009

学校へ行きづらい中学生のあなたへ
「外に出てみようよ!」
～おもしろいこと きっと見つかるよ～
① 気分を変えるサイクリングや自然観察
② 愉快に楽しむ理科の短歌
③ 楽しい理科のお勉強

とおんきごう
リズムと歌で遊ぼう！
12/24(木) ｢クリスマス会｣
1/28(木)､ 2/25(木)､ 3/25(木)
10:30～11:30
我孫子南近隣センター 9Fホール
未就園児と保護者
おんぶひも
問=我孫子南地区社協 7185-5117

おもちゃ遊び､手遊び､月替わり企画など
12/15(火)､ 1/19(火)､ 2/16(火)
10:00～11:30
我孫子北近隣センター並木本館
多目的ホール
未就園児と保護者 先着20組
要申込 電話で
開催月､月始め予約受付開始
申･問=我孫子北地区社協 7165-3434

どんぐりランド
おもちゃのある遊び場
12/17(木)､1/21(木)､ 2/18(木)､ 3/18(木)
10:00～11:30
我孫子南近隣センター 9Fホール
未就園児と保護者 先着20組
おんぶひも､マスク(大人のみ)
問=我孫子南近隣センター 7181-1011

2/21(日) 市民プラザ ホール
3/21(日) アビスタ ホール
いずれも 10:00～11:30
未就学児と家族
問=市社協 7184-1539

お 知 ら せ
令和3年度
学童保育室利用希望の方へ
令和3年4月1日及び16日から年間を通じて
学童利用を希望する方は、全ての書類をそ
ろえて必ず下記の期間に申請してください
入室申請〆切：12/15(火) ※〆切厳守
申請方法の詳細は市ホームページの
トピックスから確認してください
問=子ども支援課 7185-1111(内線447)

あびこ子どもネットワーク 設立20周年記念講演会

❤
子育てに、もやもやしているパパママ！

我孫子の子どもたちの育ちを

見守ってくださっている教育研究所・遠藤美香所長のお話を聞いて、
子育てのヒントにしませんか!?
（子ども連れでも参加可、未就学児の託児あります）

＊日時： 月

日(日) 14:00～16:00 (13:30受付)

＊場所：我孫子南近隣センター 9Fホール
＊講師：遠藤美香さん (我孫子市教育研究所長)
＊持ち物：マスク､うわばき
※要申込 先着50名 2/7(月) 〆切
あびっ子ネットHPの申込フォームから
※くわしくは、あびっ子ネットHPで
問=北嶋 090-2176-3519

団 体 紹 介
HP ホームページがあります。

団体名などで検索してください。

剣

道

※新型コロナウィルス感染症対策のため、
会場･日時が一部変更になっています

ごっこひろば

子育てサロン ｢わ｣

筑波大学発！｢おもしろ
ふしぎ理科実験｣ の
お手伝いもできるよ
興味があったらいつでも
電話してね
問=小松 090-2443-6368
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根戸少年剣友会

HP

毎週日曜 9:00～11:00
根戸小 校庭 (通常：体育館
木曜 19:00～20:00も)
年少以上
月会費 1,000円 別途スポーツ保険料

我孫子柴崎少年剣友会

HP

毎週土曜 基本組(初心者) 15:00～16:00
防具組 16:00～18:00
取手グリーンスポーツセンター 武道場
(通常：我孫子警察署 4F道場)
小学生 (中学生以上､保護者､一般も可)
月会費 1,500円 別途スポーツ保険料

我孫子市剣道連盟少年部

HP

毎週土曜 18:00～21:00
市民体育館 武道場
毎週日曜 9:00～12:00
湖北小 体育館
未就学児～小学生 (中･高生､一般も可)
入会金 1,000円､年会費 11,500円
(連盟費1,500円､育成会費10,000円)
剣道具一部レンタルあり

若竹剣友会

HP

毎週日曜 13:00～16:00
市民体育館 武道場
(通常時 湖北台西小 9:00～12:00)
年中以上 (中学生以上､一般も可)
入会金 3,000円 月会費 1,000円
父母会費 2,000円/年
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