我孫子市は今年で50周年
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2020

新緑

号
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市の花 ツツジ

市の木 ケヤキ

市の鳥 オオバン

イベントの中止や施設閉館の場合があります。申込や参加をする前に、確認してください。
\料金を書いてないのは参加無料!

行ってみよう!やってみよう!
ワイワイバスケ
我孫子シャークスの団員といっしょに
バスケの要素をとりいれた遊びを楽しもう!
5/10(日)､ 6/14(日) 14:00～16:00
布佐南小 体育館
男子小学生とその家族
動きやすい服そう､
上ぐつ､タオル､水とう
要申込 電話､メールで
氏名､学校名､学年､連絡先を明記
※入団希望も受付中
申･問=我孫子シャークス ミニバスケット
ボールクラブ 秋山 090-2244-9397
岡本 080-5055-6802
55sharks5dancho@gmail.com

ガールスカウト オープン集会
ミニ工作とサツマイモのなえ植え
5/16(土) 9:30～12:00
我孫子北近隣センターつくし野館 集合
※雨天時変更あり
4才～小学生の女子と保護者
長ぐつ､軍手､シャベル､飲み物､タオル､
よごれてもよい服そう
要申込 電話､ショートメールで
氏名､年令を明記
申･問=井上 080-5508-6627

星空たんけん観望会
｢月と春の星座をみよう！｣
星空の見方を学んで､実際に見てみよう
5/16(土) 19:00～20:30
※雨天:プラネタリウム鑑賞
水の館 3Fプラネタリウム
先着50名 ※小学生以下 保護者同伴
100円 (中学生以下 無料)
要申込 電話で 5/1(金)～
申･問=水の館 7184-0555

キッズ伝統芸能体験 箏曲(こと)
プロの演奏家から"おこと"を習って
サマーフェスティバルで発表しよう！
練習: 5/24(日)･31(日)､ 6/14(日)･20(土)･
21(日)･28(日)､ 7/５(日)･12(日) 午前
7/18(土) 午後
発表: 7/19(日) 午前
我孫子南近隣センター
練習: 和室 発表: 9Fホール
小学生 20名 (応募多数抽選)
※初回のみ保護者同伴
※全部の回に出席できる方優先
白くつ下
要申込 電話で 5/1(金)～ 16(土)〆切
申･問=我孫子南近隣センター 7181-1011

小学生手工芸体験教室
｢手作りパワー｣ たのしもう！
いずれも 要申込 はがき､FAXで
住所､氏名､電話番号､学校名､学年を明記
各講師まで 6/30(火)〆切

①かわいいししゅうの
ティッシュケース
7/11(土) 9:30～11:30
アビスタ 第2学習室
500円
小学生 10名
糸切りばさみ､お手ふき
申･問=〒270-1151 本町3-11-5-304
山根登美子 7115-1228

②パンフラワー
いちごでリースをかざろう!!
7/11(土) 9:30～11:30
アビスタ 第3学習室
500円
小学生 10名
ボンド､お手ふき
申･問=〒270-1153 緑1-11-9
阿部乃里子 7182-8556

③ねん土工芸
クッキーとケーキのマグネット
7/11(土) 12:30～14:30
アビスタ 第2学習室
500円
小学生 10名
持ち帰り用小箱､お手ふき
申･問=〒270-1158 船戸2-20-12
関眞由美 7182-4403

④ポタリ―陶器(とうき)の絵付け
ピンク色の花タイル
7/11(土) 12:30～14:30
アビスタ 第3学習室
700円
小学生 10名
タオル､ティッシュペーパー
※作品のお渡しは後日
申･問=〒270-1114 新木野3-31-34
神蔵よし子 7187-3292

⑤パッチワークキルト
ケイタイケース
7/12(日) 9:30～11:30
アビスタ 第3学習室
600円
小学生 10名
申･問=〒270-1108 布佐平和台4-4-17
小枝ひろ子 7189-0138

⑥七宝焼(しっぽうやき) キーホルダー
7/12(日) 9:30～11:30
アビスタ 工芸室
1,100円
小学生 15名
申･問=〒270-1114 新木野3-2-10
荻野紀子 7188-0968
※くわしくは｢広報あびこ｣ 6/16号で

７月１日はあびこ市のたんじょう日 今年で

才 おめでと～♪

イベントの中止や施設閉館の場合があります。申込や参加をする前に、確認してください。
手賀沼公園
ミニＳＬとレンタサイクル

家族みんなで でかけよう
緑のカーテンを作ろう！2020
緑のカーテンで涼しい夏を
ゴーヤの苗をプレゼント!
5/10(日) 14:00～15:00
我孫子北近隣センター並木本館
多目的ホール
先着 100名
要申込 電話､FAXで 住所､氏名を明記
申･問= 消費者の会 加藤
TEL/FAX 7105-5292
kato_mariko@ hotmail.com

消防団操法大会
ポンプ車が大活躍！消防車も来るよ
5/17(日) 8:00~12:00 荒天 24(日)
(小雨決行)
五本松運動広場
問= 消防本部警防課 7181-7701

千葉県民の日 6/15(月)は無料開放
ミニS Lは5/5(祝)･7/1(水)も無料！
問= 平日：シルバー人材センター
7188-2204
営業日：090-4520-3603

県民の日・市制施行日

ハワイアンショップや飲食店がたくさん出店
6/6(土) 10:00～17:00 荒天7(日)
手賀沼公園
問= 事務局 080-7185-1173 (前日まで)

問=鳥の博物館 7185-2212 (月休館)
※館内イベントは高校生以上要入館料

手賀沼周辺の自然観察会 てがたん
5/9(土) 10:00～12:00 (雨天中止)
｢ツバメの子育て｣
鳥の博物館玄関前 集合
100円 (中学生以下無料)

水の館プラネタリウム無料開放
6/15(月)：県民の日、
7/1(水)：市制施行日
14:00～
星空解説 ｢今夜､なにがみえるかな｣
15:00～
テーマ番組 ｢時をはかる｣
上映時間:各回20分
開始1時間前から水の館3F事務室で
チケットを発券します
各回 先着50名
手賀沼親水広場 水の館
問= 水の館 7184-0555

手賀沼でカヌーを楽しもう！
HULALOHA‘elima (フラロハ エリマ)

鳥の博物館 イベント情報

初心者向けのカヌー教室を7月中旬以降
に予定しています
※くわしくは｢広報あびこ｣ 7/1号や
｢アビプレ｣ を見てね！
問= アビシルベ 7100-0014

近隣センターのもよおし
新木ふれあい春まつり
子どもの遊びやフリマ､スポーツ吹き矢､
バルーンアート､似顔絵など
5/17(日) 10:00～14:00
新木近隣センター
問= 新木近隣センター 7188-2010

☆こもれびフェスタ 同時開催

森のちびっ子きょうしつ
こもれびの庭の小さな木で鉢植え作り
6/7(日) 12:30～13:30
近隣センターこもれび
4才以下のお子さんと家族
当日先着10組 1家族1作品
１家族 100円
問= 近隣センターこもれび 7165-2011

げんきフェスタ

図書館へ行こう！
2020

ほっとする何か
ハッとする何か
6/21(日) 10:00～15:00
湖北地区公民館(コホミン)･

http://www.library.city.abiko.chiba.jp/
問= アビスタ本館 7184-1110
湖 北 台 分 館 7187-3055
布 佐 分 館 7189-1311
そ よ か ぜ 号 7187-0909

図書館おはなし会

湖北小体育館
100円
問=七戸(しちのへ) 090-8558-9916

ジュニアスタッフ募集
げんきフェスタを企画して楽しもう！
5/17･24･31､ 6/7･14 いずれも(日)
13:30～16:30
6/20(土) げんきフェスタ前日

《おはなし会》
4～9才くらいの子ども向け
○アビスタ本館

5/9･16､ 6/13･20､ 7/11
いずれも(土) 14:00～14:30

6/28(日) うちあげ
小･中学生
申･問= 深津 090-5315-6580
栗原 090-2467-2327 (夜間)

まちがいさがし に

手賀の丘探検隊 夏

夜の生きものに会いに行こう!
セミの羽化や樹液に集まる虫を観察
①7/25(土) ②7/31(金) ③8/8(土)
(①②③とも同じ内容)
19:00～21:00 雨天中止
親子 先着25名
一人 100円
要申込 電話で 6/25(木) 9:00～
申･問=手賀の丘少年自然の家 7191-1923
http://www.tega.jp/

我孫子市めるへん文庫作品募集

○布佐分館

4/26､ 5/3･24､ 6/7･28､ 7/5
いずれも (日)11:00～11:30

6/21(日) げんきフェスタ当日
湖北台東小 地域交流教室 など

手賀の丘少年自然の家情報

《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
(柴崎台北公園)
5/20､ 6/17､ 7/15
いずれも(水) 15:00～16:00

○青山台ステーション

オリジナル童話をお待ちしてます!!
小学生の部/中学生の部/
高校生の部(H14.4.2～H17.4.1生)
市HPからダウンロードした原稿用紙に
縦書きで10枚以内 1人1編
郵送､メール､または持参で 9/30(水)必着
※くわしくは ｢広報あびこ｣ 4/16号で
申･問=〒270-1166 我孫子1684
文化･スポーツ課 文化振興担当
7185-1601
meruhenbunko@city.abiko.chiba.jp

左のページのイラストとちがうところが９つあります
どこでしょう？ さがしてみてね（答えは４ページ）

７月１日はあびこ市のたんじょう日 今年で

才 おめでと～♪

\料金を書いてないのは参加無料!

のびっ子クラブ

おいで！ちいさなおともだち

①5/18(月) ｢ミニ運動会｣
②6/15(月) ｢さかなつりゲーム｣
③7/ 3 (金) ｢ボーリング遊び｣
④7/20(月) ｢たいこで遊ぼう｣
10:00～11:30 (受付10:15まで)
①②④近隣センターこもれび 多目的ホール
③天王台北近隣センター 多目的ホール
未就園児と保護者
動きやすい服装
問=天王台地区社協 7183-9009

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

☆にこにこ広場 7185-8882
祝日を除く 月～土10:00～16:00

☆すくすく広場 7185-1936
祝日を除く 月～金･第2土10:00～16:00

☆わくわく広場 7185-2196
祝日を除く 月･火･木･金10:00～16:00

☆すこやか広場 7185-2247
※当面の間､休館
※お誕生会､イベントなどのお問合せは
各広場へ

☆出前保育 るんるんパーク
我孫子南口東公園 5/21(木)､6/16(火)
天 王 台 西 公 園 5/15(金)､6/12(金)

初めてのベビーダンス

ママと

赤ちゃんを抱っこしてダンスのステップ
泣いていた赤ちゃんもスヤスヤ
抱っこひも装着のアドバイスも
5/12(火) 10:15～11:45
我孫子南近隣センター 9Fホール
首がすわった０～１才ぐらいまでの
赤ちゃんと女性保護者 先着20組
抱っこひも､バスタオル､体温計､
筆記用具、赤ちゃんの飲み物
要申込 電話で 5/1(金)～
申･問=我孫子南近隣センター 7181-1011

おやっこルーム
5/14(木) ｢親子でバランスボール｣
(汗ふきタオル､飲み物持参)
6/11(木) ｢七夕折り紙､みんなであそぼ｣
7/ 9 (木) ｢保健師による育児相談｣
(要申込 電話で 先着5組)
｢ママのおしゃべり場｣
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
申･問=湖北地区社協 7187-2551

パパとベビーのスキンシップ
赤ちゃんウットリ、すやすや
5/16(土) 14:00～15:30
我孫子南近隣センター 9Fホール
首がすわった０～１才ぐらいまでの
赤ちゃんと男性保護者 先着20組
抱っこひも､バスタオル､体温計､
筆記用具、赤ちゃんの飲み物
要申込 電話で 5/1(金)～
申･問=我孫子南近隣センター 7181-1011

子育てサロン ｢わ｣
親子のくつろぎの場､おもちゃ遊びなど
5/19(火)､6/16(火)､7/21(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
0才～未就園児と保護者
問=我孫子北地区社協 7165-3434

お 知 ら せ
スマイル･ママ
月に1度､｢スマイル･ママ｣のスタッフが
短時間託児を実施します (予約優先)
5/26､6/23､7/28､8/25､9/29､10/27､
11/24､12/22､Ｒ3/1/26､2/16､3/23
いずれも(火)
10:00～15:00 (最終受付14:00)
にこにこ広場 (アビイクオーレ2F)
生後6ヶ月～未就学児 15名
1時間500円(兄弟割引有)､保険料100円
※くわしくは市のHP､チラシで
申･問=にこにこ広場 7185-8882

あびこ子どもネットワーク
設立20周年記念講演会
子育てアドバイス❤

どんぐりランド

甘やかしと甘えさせ、怒ると叱る!?

おもちゃのある遊び場
5/21(木)､6/18(木)､7/16(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
おんぶひも
問=我孫子南近隣センター 7181-1011

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!?

おやっこひろば
5/21(木) ｢ベビーマッサージ｣
(要申込 電話で 先着10組)
7/16(木) ｢夏の赤ちゃんフォト｣
10:30～11:30
湖北地区社会福祉協議会事務所
(スーパーマスダ湖北店 3F)
0才児と保護者
申･問=湖北地区社協 7187-2551

とおんきごう
リズムと歌で遊ぼう!
5/28(木)､6/25(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

すくすくほっとひろば
5/28(木) ｢メイク教室｣ (予定)
6/25(木) ｢アロマ教室｣ (予定)
7/16(木) ｢手足アート｣ (予定)
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

ごっこひろば

ほっとサロン

おもちゃ､ボール､トンネル遊びなど
5/17(日) 10:00～11:30
アビスタ ホール
未就学児と家族
動きやすい服装､飲み物
問=市社協 7184-1539

親と子の交流の場
6/26(金) ｢たなばた飾りを作ろう｣
10:00～11:30
湖北台市民センター
未就園児と保護者
問=湖北台地区社協 7188-1410

日時：7月11日(土) 14:00～16:00
会場：我孫子南近隣センター 9Fホール
講師：遠藤美香 (我孫子市教育研究所長)
＊子ども連れで参加できます
※くわしくは、あびっ子ネットHPで
問=北嶋 090-2176-3519
―・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－

託児あり 要申込
・未就学児まで
・メールで 氏名､年令､電話番号を明記
・6/27(土)〆切
・託児が不要になった時には必ず連絡
abikko.takuji@gmail.com
申=
3ページ『まちがいさがし』の答え
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ろうそくの数字が30になっている
ケーキのクリームの１つがスライムに
ジャンプしている子のぼうの先が星に
左はしの子がぼうしをかぶっている
ケーキのいちごの１つがタヌキに
ケーキのハッピーバースデイが
ハッピーパースデイに
7. 女の子の三つ編みが上向きに
8. 小さい女の子のぼうの先がほのおに
9. カタツムリのからの形が変わっている
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