我孫子市は今年で50周年

\料金を書いてないのは 参加無料!

いろいろな体験をしよう
3.11 鎮魂竹宵の集い 2020
～東日本大震災に学ぶ地域の防災～
☆子ども遊びコーナー
あびこショッピングプラザ 1Fガーデンコート
3/7(土) 10:00～15:00
｢手作りおもちゃ｣ ｢チャリティーフリー
マーケット｣
問=深津 090-5315-6580
市民プラザ ホール
3/7(土) 10:00～16:30
チャリティーコンサート(市内小中学校も参加)
市民プラザ ギャラリー
3/7(土)･8(日)10:00～16:00
パネルと陶芸作品の展示
あびこショッピングプラザ 1Fガーデンコート
3/7(土) 10:00～15:30
自衛隊カレー試食､スタンプラリー
問=米澤 090-6503-2084

キッズチアダンス体験会
3/19(木)･26(木) 17:00～19:00
第一小 体育館
講師：杉山満梨奈先生
幼児～小学生 先着5名
要申込 電話､メールで
〒住所､氏名､年令､電話番号を明記
申･問=本間 090-2408-2325
sparkgirls_cheer@yahoo.co.jp

クラシックバレエ無料体験会
現役バレエダンサーのレッスンを体験
3/22(日) 10:30～12:00
エストレーラバレエ 布佐スタジオ
(布佐1-18-2) 駐車場10台
3才～小学生 (経験者も歓迎)
要申込 電話､スマホの申込フォームで
｢エストレーラバレエ」で検索
※土曜10:30からの幼児科はママも一緒に
レッスンできます!
申･問=荒井 7189-5885

遊覧船で手賀沼について学ぼう！
3/26(木) ①10:30～ ②13:30~
4/29(祝) ③10:30～ ④13:30~
※荒天・強風中止
①②手賀沼公園ボート乗り場
「湖上園」前 集合
③④手賀沼公園ボート乗り場
「ボートセンター小池」前 集合

どなたでも 先着35名
(小学生以下保護者同伴)
要申込 電話で
①②～3/25(水) 16:00〆切
③④4/16(木)～28(火) 16:00〆切
申･問=手賀沼課 7185-1484

春休み なぎなた体験教室
①3/27(金) 9:30～11:30
②3/29(日) 9:00～11:00
(両日､1日のみでも可)
市民体育館 武道館
6～18才と保護者(子どものみも可)
親子500円､子どものみ300円
飲み物
要申込 電話､SMSで 3/18(水)〆切 住所､
氏名(フリガナ)､年令､電話番号を明記
申･問=中村 7183-3566 / 090-1253-2996

やってみよう！プログラミング
3/31(火) 9:40～12:00
あしらねデジタル塾
(スーパーマスダ湖北店3F)
新小3以上 10名(応募多数抽選)
500円(資料代込)
要申込 電話で 3/24(火)〆切
申･問=あしらねデジタル塾
7197-3308(火~金10:00～15:00)

谷津ミュージアムで ｢無農薬米づくり｣

2020

春号

方優先(申込時にその旨記入してください)
通年会費 3,700円
要申込 往復はがきで 4/3(金)消印有効
〒住所､氏名､電話番号､学年､性別､学校名､
子ども会名(加入の場合)を明記
※家族は連名可
申=〒270-1143 天王台2-4-24
子ども会育成連絡協議会 渡辺
問=梅谷 7183-2636

ボーイスカウト我孫子第2団

花野点(のだて)と野外ゲーム
4/5(日) 9:30～12:00(雨天中止)
湖北台中央公園
5才～小3(保護者同伴) 50名
要申込 電話で 4/4(土)〆切
申･問=林崎 7188-8966
ガールスカウトの入団式
～見学できます!～
4/12(日) 13:30～14:30
我孫子北近隣センター並木本館 ホール
5才～小学生の女子と保護者
うわばき
要申込 電話､SMSで 氏名､年令を明記
申･問=井上 080-5508-6627

ボーイスカウト
親子体験1泊キャンプ

4～10月 土曜 計10回程度
4～10月通して参加できる方 30名程度
(小学生以下保護者同伴 応募多数抽選)
傷害保険料 1人1回 50円
※クワ･鎌を使用する日のみ
要申込 はがき､電話､FAXで
3/23(月)必着 ｢無農薬米づくり参加希望｣､
住所､氏名を明記
申･問=〒270-1146
高野山新田193 水の館内 手賀沼課
TEL 7185-1484/FAX 7185-5869

5/2(土) 14:00集合～ 3(日) 10:00解散
ボーイスカウト我孫子第2団野営場
(中里市民の森となり)
5才～小学生と保護者 先着20名
500円(保険料込)
米1合､防寒具､洗面具､帽子､軍手
(寝袋は貸与)
要申込 電話で 4/25(土)〆切
申･問=荻野 080-2386-3669

わんぱくスクール

申･問=鳥の博物館 7185-2212 (月休館)

めざせ！遊びのリーダー!!
子ども会のリーダーとあそぼう
4月～R3年3月 毎月第2土曜(原則)
10:00～15:00 または 13:30～15:30
4/11(土) ゲーム&レクリエーション
5/ 9(土) アウトドアゲーム
6/13(土) グループあそび
主にコホミン(湖北地区公民館)
小2～高校生 30名 (応募多数抽選)
※小4以上で子ども会のリーダーになりたい

＠鳥 の博 物 館
てがたん ｢鳥帰る｣
3/14(土) 10:00～12:00 (雨天中止)
鳥博玄関前 集合
100円 (中学生以下無料)
申込不要 当日受付

企画展 ｢バンティング展
-足環(あしわ)でわかる鳥の渡り-｣
6/14(日)まで

♪ひびけ かがやけ✶
久寺家中吹奏楽部 定期演奏会
3/15(日) 13:00～ (12:30開場)
久寺家中 体育館 (上ばき持参)
問=久寺家中 7184-3987

湖北台中吹奏楽部
｢スプリングコンサート｣
3/21(土) 14:00～ (13:30開場)
コホミン(湖北地区公民館) ホール
問=湖北台中 遠藤 7188-2120

白山中吹奏楽部 定期演奏会
3/22(日) 13:30～ (13:00開場)
けやきプラザ ふれあいホール
問=白山中 7184-1893

湖北中吹奏楽部
｢スプリングコンサート2020｣
3/22(日) 14:00～ (13:30開場)
コホミン(湖北地区公民館) ホール
問=湖北中 大鹿･佐藤 7188-2042

花いっぱい ✿ 春いっぱい
菜の花まつり
菜の花のつみ取り(有料)や野菜販売など
3/14(土)･15(日)､ 20(祝)･21(土)･22(日)
10:00～15:00
雨天中止･生育状況により中止あり
市HPなどで確認できます
根戸新田(手賀沼ふれあいライン沿い)
問=農政課 7185-1111(内線 26-510)

菜の花畑散策と頭の体操
｢なぞなぞ｣をしながら菜の花畑をお散歩
3/19(木)～22(日) 10:00～15:00 雨天順延
根戸新田船戸の菜の花畑
(手賀沼ふれあいライン手賀沼側)
※くわしくは ｢広報あびこ｣ 3/16号で
問=手賀沼トラスト 桐石 090-9853-3862

チューリップフェスティバル
4/11(土)･12(日) 9:30～15:00 雨天決行
あけぼの山農業公園(柏市布施2005-2)
※スプリングウィーク
3/20(祝)～5/6(休)
園内でいろんな催しものをします
※くわしくはHPで
問=あけぼの山農業公園 7133-8877
http://www.akebonoyama-nougyoukouen.jp/

特選！ 春情報
手賀沼公園
ミニＳＬ と レンタサイクル
雨天･途中雨天休業

ミニＳＬ
3/25(水)～29(日)､31(火) 10:00～16:00
4/1(水)～5(日)､それ以降の土･日･祝
9:30～17:00
※12:00～13:00は車両整備のため運休
2周 200円

レンタサイクル
3/25(水)～29(日)､31(火) 9:00～16:00
4/1(水)～5(日)､それ以降の土･日･祝
9:00～17:00
※貸出は終了の1時間前まで
返却は30分前を目安に
ステーション
①手賀沼公園
②サイクルパーク我孫子南
③鳥の博物館
④道の駅しょうなん
⑤北柏ふるさと公園
⑥セブンパークアリオ柏
⑦手賀沼フィッシングセンター
※返却はどのステーションでもOK!
小学生以下 300円 大人 500円
問= 平日：シルバー人材センター
7188-2204
営業日：090-4520-3603

水の館 プラネタリウム
春休みは平日も2回上映
3/26(木)～31(火)､4/2(木)･3(金)
星空解説 ｢今夜、なにがみえるかな｣
平日 14:00
土日祝 11:00､14:00､16:00
テーマ番組 ｢星はすばる｣
平日 15:00
土日祝 10:00､13:00､15:00
上映時間 20分
各回50名
中学生以下無料､高校生以上100円
問=水の館 7184-0555（第4水曜休館）

中学生ランナー 大活躍！

布佐中吹奏楽部
｢春のコンサート｣
3/29(日) 14:00～ (13:30開場)
布佐中 体育館 (上ばき持参)
※車でのご来場はご遠慮ください
問=布佐中 肥後 7189-2426

中央学院高校吹奏楽部
定期演奏会
3/15(日) 15:00～ (14:30開場)
けやきプラザ ふれあいホール
問=中央学院高校 関 7188-1101

我孫子東高校吹奏楽部
｢春の演奏会｣
3/24(火) 13:00～ (12:30開場)
我孫子東高校 音楽室
問=我孫子東高校 山口 7189-4051

我孫子高校吹奏楽部
定期演奏会
3/28(土) 13:30～ (13:00開場)
けやきプラザ ふれあいホール
問=我孫子高校 神戸 7182-5181

KJSO定期演奏会 ｢眠れる森の美女｣
3/15(日) 13:30～15:30 (開場12:45)
柏市民文化会館 大ホール
先着1,338名(申込不要､乳幼児入場可)
※くわしくはHPで
申･問=KJSO事務局 TEL/FAX 7139-6069
kjso-info@kjso.jp

－中学駅伝 全国・関東大会で－

昨年12月15日(日) 滋賀県で開催された「第27回 全国中学校駅伝大会」に市内の中学
校駅伝部が千葉県代表として出場。男子は我孫子中が１位と９秒差で２位入賞、３区
を走った山口周十さん(２年)が、区間賞を受賞しました。女子も白山中が６位入賞、男
女ともすばらしい成績をおさめました。 スゴ～イ やったね!!
また、12月1日(日)に神奈川県で行われた関東大会では、女子の部では白山中が優勝、
久寺家中11位、男子の部では我孫子中が３位、湖北台中６位と大健闘しました。

あびこ子どもネットワーク
ジュニアスタッフ 2020 募集
あなたもジュニアスタッフになって
げんきフェスタ､あびこ子どもまつり
など市内のイベントで活躍しよう!

げんきフェスタ
お化けやしきにする？それともお店
やさん？みんなでげんきフェスタを
盛り上げよう!!
5/17(日)～毎週日曜午後
6/21(日) げんきフェスタ(コホミン)
湖北台東小 地域交流教室ほか
小･中学生
600円 (保険料など)
※サポーター(高校生～大人)も募集中！
申･問=深津 090-5315-6580
-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･. げんきフェスタ

図 書 館 へ行 こう！
問=市民図書館 児童担当 7184-1110
子ども読書の日(4/23) 関連事業

みんなで育てよう! "図書館の木"
｢図書館の木｣に｢すきな本｣ ｢おすすめの本｣
をかいた紙をたくさん貼ろう！
4/23(木)～5/24(日)
アビスタ本館､湖北台分館､布佐分館､
移動図書館（移動図書館は巡回日に
各ステーションで配布､雨天･荒天中止）
小学生以下

放課後や土曜日、夏休みなどに、安心
して学校の敷地内で過ごせる、子ども
の居場所 ｢あびっ子クラブ｣ 。子ども
と一緒に遊びたい！得意なことを教
えてあげたい！など、子どもの活動を
一緒に見守ってくださる方を募集し
ています｡
くわしくは、お問い合わせください。
問=子ども支援課 7185-1492

おはなし会 (4～9才向け)
アビスタ本館 第2･3土曜
3/14､21 4/11､18 14:00～14:30
布佐分館 第1･4日曜
3/22 4/5､26 11:00～11:30
くわしくは｢広報あびこ｣､図書館HPで

企画募集！

あなたのアイデアで、みんなが楽しい
げんきフェスタにしよう！
問=七戸 090-8558-9916
http://www.geocities.jp/genkifesuta/

｢あびっ子クラブ｣
サポーター募集

@手賀の丘少年自然の家

8 イチゴ狩 り情 報 8
そのべいちご園
5月中旬まで
柏市鷲野谷稲荷峠113
平日要予約 土日開園
料金､休業日はお問い合わせください
申･問=そのべいちご園 7193-1105

申･問=〒270-1456 柏市泉1240-1
手賀の丘少年自然の家
7191-1923

わいわい子ども塾

近隣センターのもよおし
【我孫子南近隣センター】 7181-1011

能の楽しみ
プロ能楽師の解説 能面や扇にふれ､発声･
すり足を体験 小学生も出演する実演
4/4(土) 14:00～16:00
我孫子南近隣センター 9Fホール
要整理券 受付で配布 3/16(月)～

【近隣センターこもれび】 7165-2011

森のちびっ子きょうしつ
こもれびの森で春をさがそう
3/14(土) 10:00～11:30 (小雨決行)
近隣センターこもれび 庭園､会議室3
2～4才児と保護者 15組(応募多数抽選)
100円
水筒､防寒着､動きやすい靴､雨具
要申込 はがき､メールで 3/10(火)必着
住所､電話番号､全員の氏名､子どもの年
令を明記
申･問=〒270-1144 東我孫子1-41-33
近隣センターこもれび
｢森のちびっ子きょうしつ｣ 係
7165-2011
komorebi.morichibi16@gmail.com

こもれび＊おはなし会
☆木曜の日 乳幼児向け
3/12(木)､26(木)
4/ 9 (木)､23(木) 11:00～11:20
近隣センターこもれび 幼児コーナー
☆土曜の日 どなたでも
3/21(土)､4/18(土) 14:00～14:30
近隣センターこもれび 読書コーナー

年令の違う仲間同士で自然・宿泊体験を
①5/9(土)･10(日)
集まれ てがっ子!
②7/18(土)･19(日)
東金青年の家へ行こう!
③9/20(日)～22(祝) レッツゴーバス遠足!
④11/21(土)～23(祝) ラートにチャレンジ!
⑤R3/1/9(土)･10(日) 最後は笑顔で修了式!
5回全てに参加できる小4～中学生
24名 (応募多数抽選)
30,000円 (全5回分)
要申込 はがきで 4/1(水)～
4/15(水)必着 氏名(ふりがな)､
性別､新学年､〒住所､電話番号を明記
手賀の丘探検隊

春のぽかぽかムシ採り大会
春になって活動し始めた生き物たちを観察
4/18(土) 13:00～15:30
幼児～小学生と保護者 先着25名
100円
要申込 電話で 3/18(水) 9:00～

おいで！ちいさなおともだち
＊４ページもご覧ください＊

ハッピー子育てフェスティバル in あびこ
3/15(日) 10:00～15:30 ※一部有料
あびこショッピングプラザ
※詳しくは あびこショッピングプラザHPで
問=イベント運営事務局 小田 080-9344-4378
abiko-sp@podinc.jp

プチ贅沢なベビーマッサージ体験会
＆ママのおしゃべりタイム
4/3(金) 10:30～12:00
市民プラザ 和室
2～10か月頃の赤ちゃんとママ
先着15組
1,000円 (オイル代･お茶菓子含)
要申込 電話､メールで 4/2(木)〆切
申･問=LittleAnela 松下 090-8022-8086
kfly@little-anela.com

楽しくベビー講座
問=健康づくり支援課 7185-1126
※予診票が手元にない方は
お問い合わせください

麻しん風しん混合(MR)２期
接種期限が近づいています。まだ受けて
いない方は、早めに接種しましょう
対象: H25/4/2～H26/4/1生まれ(年長相当)
接種期限: 3/31(火)まで
※予診票は予防接種ノートにあります

ジフテリア破傷風混合(DT)２期
対象: 11才以上13才未満
予診票は小学6年生に送付しています

①座って楽しくベビーダンササイズ
②抱っこが軽くなるプチ抱っこ紐講座
4/24(金) ①10:20～10:50
②11:10～11:50
市民プラザ 和室
①首のすわった3か月～1才前後の
赤ちゃんと保護者 先着10組
②生後すぐの赤ちゃんと保護者
先着4組
①②各500円
要申込 メールで 4/23(木)〆切
氏名､電話番号､メールアドレスを明記
申･問=波田野 080-1028-1382
babydanceabiko@gmail.com

\ 料金を書いてないのは 参加無料！

おいで！ちいさなおともだち
＊３ページもご覧ください＊

こどもの遊び場､親子の交流場
0才～就学前の乳幼児と保護者対象
4/1(水)から利用日時が変更になります
詳しくは ｢広報あびこ｣ 3/1号､市HPで
ご確認ください

すくすくほっとひろば
3/26(木)､4/23(木) 10:00～11:30
近隣センターふさの風 会議室1
未就園児と保護者
問=布佐地区社協 7189-2119

とおんきごう リズムと歌で遊ぼう!
3/26(木)､4/23(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
問=我孫子南地区社協 7185-5117

◎ピノキオ教室 (未就園児親子教室)
4/21(火)～ 年間30回 10:30～12:00
2才以上の未就園児と保護者 ※有料
要申込 電話で ※途中入会可

◎スマイルクラブ (未就園児親子教室)
4/23(木)～月1回 木曜 10:30～12:00
要申込 電話で ※途中入会可

二階堂幼稚園
申･問=7185-1371 (14:00～16:00)
※いずれも
2才以上の未就園児と保護者
上履き､水筒､外靴を入れる袋

☆にこにこ広場 7185-8882

幼稚園からのおさそい

☆すくすく広場 7185-1936

※くわしくは各園にお問い合わせください

◎ぴよぴよクラブ (先生とあそぼう!)

めばえ幼稚園 問=7184-1313

◎にこにこクラブ (未就園児親子教室)

☆わくわく広場 7185-2196
☆すこやか広場 7185-2247
※お誕生会､イベントなどのお問合せは
各広場へ

◎園庭開放日 (おかあさんとあそぼう)
6～11月 第1､3日曜 13:00～15:00
幼児と保護者 (申込不要)

☆出前保育 るんるんパーク
☆育児相談
※子育て応援情報詳細は､広報あびこ､
市HPで

おやっこルーム
3/12(木)､4/9(木)
10:00～11:30 (受付9:45～)
新木近隣センター 和室
未就園児と保護者
問=湖北地区社協 7187-2551

ごっこひろば ボール､トンネル遊びなど
3/15(日)､4/19(日) 10:00～11:30
アビスタ ホール
未就学児と家族
問=市社協 7184-1539

のびっ子クラブ
3/16(月)､4/20(月)
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
問=天王台地区社協 7183-9009

子育てサロン ｢わ｣ 親子のくつろぎの場
3/17(火)､4/21(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
問=我孫子北地区社協 7165-3434

ひかり幼稚園 申･問=7185-0415
◎くまちゃんクラブ (未就園児親子教室)
5月～R3年3月(8月を除く) 週1回(火･木･
金の3クラス) 10:30～11:30 ※有料
2才以上の未就園児と保護者
要申込 電話､メール､申込書で

◎たんぽぽクラブ (未就園児親子教室)
月1回 (日時はHPにてお知らせ)
未就園児と保護者

◎園庭開放
月1回 (日時はHPにてお知らせ)
未就園児と保護者

3/19(木) ｢お楽しみパーティー｣
10:30～11:30 (受付10:00～)
湖北地区社協事務所
(スーパーマスダ湖北店3F）
0才児とママ 先着20名
要申込 電話で
申･問=湖北地区社協 7187-2551

どんぐりランド おもちゃのある遊び場
3/19(木)､4/16(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100名
おんぶひも
問=我孫子南近隣センター 7181-1011

※有料
5月～ (日時はお問い合わせいただくか､HPで)
要申込 電話で

◎園庭開放 (先生とあそぼう!)
5/27(水) 14:00～

◎見学会 随時受付 (電話で要申込)
日時はお問い合わせいただくか､HPで
要申込 電話で

エーデル幼稚園

申･問=7184-4804

◎まつぼっくりルーム (未就園児親子教室)
5月～ 月2回 10:00～11:30
(日程は4月下旬にお知らせ)
2才以上の未就園児と保護者 先着30名
要申込 電話で

つくしの幼稚園 申･問=7184-3200

若草幼稚園 申･問=7188-2026

◎いちごぐみ (未就園児親子教室)

◎ぱんだぐみ (未就園児親子教室)
4月～R3年3月
週1回(水･木の2クラス) ※有料
2才以上の未就園児と保護者
要申込 電話､直接窓口で

※3学期から母子分離
4月～R3年3月
週1回(火･木の2クラス) ※有料
2才以上の未就園児と保護者
要申込 電話か直接園へ

◎園庭開放 (日時はHPにてお知らせ)
2才以上の未就園児と保護者

◎見学 随時受付 (電話で要申込)

◎園庭開放 (園内でのイベントあり)
5月～ (日時はHPにてお知らせ)
未就園児と保護者

◎見学会 随時受付 (電話で要申込)

湖北台幼稚園 申･問=7188-1001
◎うさちゃん教室 (未就園児親子教室)
5月～R3年2月 週1回 (水･金の2クラス)
(日時はお問い合わせいただくか､HPで)
2才以上の未就園児と保護者
要申込 電話で

◎園庭開放 毎週水曜 14:00～

おやっこひろば

4/25(土) 10:00～11:00 (終了後､園庭開放)

未就学児と保護者

布佐台幼稚園 申･問=7189-0231
※いずれも要申込 電話､メールで
住所､氏名､年令､性別､電話番号

◎苺組 (満3才児教室)
※母子分離型 ※有料
週1回(火･水･木の3コース) 10:00～13:00
給食､バス送迎あり

◎見学会 随時受付

◎にこにこ教室 (未就園児親子教室)

湖北白ばら幼稚園 問=7188-2211

◎にこにこ広場 (園庭開放)

◎園庭開放 ※子育て支援イベントあり
5月～ (日時はHPにてお知らせ)
未就園児と保護者

◎見学会 随時受付 (電話で要申込)

わだ幼稚園 申･問=7189-1608
◎園庭開放 未就園児･在園児と保護者
4/16(木)～ 毎週木曜 13:30～15:30
4/20(月)～ 毎週月曜 10:00～12:00
※開催日についてはお問合せください

5/9(土) 10:00～11:30
毎週火曜 13:30～15:30
未就園児と保護者
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