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外からかえったら 手あらい・うがい!! 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･参加前に各問い合わせ先に確認してね
\ 料金を書いてないのは 参加無料！

チャレンジしよう!
あけぼの山農業公園
なぞときゲーム
園内の問題パネルをさがして､なぞときに
チャレンジ! ゴールして景品をゲット!!
1/5(水)～2/27(日) 9:00～15:00
あけぼの山農業公園本館
100円
※くわしくは HPで
問=あけぼの山農業公園 7133-8877
HP=｢あけぼの山農業公園｣で検索

遊覧船で手賀沼について学ぼう！
手賀沼を遊覧船(ゆうらんせん)からながめて
みませんか？
1/15(土) ※荒天・強風中止
①10:30～11:30 受付10:15～
②13:30～14:30 受付13:15～
手賀沼公園ボート乗り場 ｢湖上園｣前集合
どなたでも 先着30名
(小学生以下保護者同伴)
要申込 電話で
1/4(火)～13(木) 17:00〆切
申･問=手賀沼課 7185-1484

親子でスイーツ作り Part３
バレンタイン用スノーボールクッキー作り!
2/13(日)
①9:30～11:30 ②13:30～15:30
コホミン 調理室
小学生と保護者(中高生も可)
各回8組16名 (応募多数抽選)
1組 1,000円(材料費込)
エプロン､バンダナ､ふきん2枚､飲み物､
マスク
要申込 HPの応募フォームから
1/16(日)〆切
申･問=コホミン(湖北地区公民館)
7188-4433 HP=｢コホミン｣で検索

紙飛行機工作と飛行大会

☆かぐや姫(ひめ)をさがせ!

｢スーっと飛ぶ飛行機｣ ｢ふわふわ飛行機｣
｢曲技飛行機｣ など 作って飛ばそう！
ビックリするほど飛ぶよ♪
2/19(土) 13:30～15:30 受付13:15～
水の館 3F研修室
小学生 先着20名(保護者同伴)
50円(保険料)
はさみ､ホッチキス､定規
要申込 電話で
2/2(水)～17(木)17:00〆切
申･問=手賀沼課 7185-1484

竹林の中でスタンプラリー
おいしい景品をゲットしよう!
景品交かん：
①滝前不動 お堂横 16:30～17:30
②喫茶ハミングバード (東我孫子駅前)
③市民活動ステーション
問=米澤 090-6503-2084

手賀沼公園ミニ鉄道と
手賀沼周遊レンタサイクル
3/24(木)まで冬季休業 3/25(金)から再開

図書館 休館日

コンサート・げき
子どものための舞台鑑賞

｢サンドアート パフォーマンス｣
サンドアート集団 SILT(シルト)公演
12/18(土)
①14:00～15:00 (開場13:30) 完売御礼
②16:00～17:00 ( 〃 15:30) 追加公演
コホミン(湖北地区公民館) ホール
1,000円
※くわしくは 市ホームページで
申･問=文化･スポーツ課 7185-1601

我孫子吹奏楽団 定期演奏会
2/20(日) 14:00～ (開場13:30 全席自由)
けやきプラザ ふれあいホール
※くわしくは HPで
問=我孫子吹奏楽団 中村 080-3472-8420
HP=｢あび吹｣で検索

年 末 年 始 情 報
竹宵 (たけよい)ライトアップ
竹林を400本の竹とうろうでライトアップ
子ども達のぬり絵も100本のとうろうで
かがやきます
12/18(土)～1/10(祝) 16:30～22:00
滝前不動 (岡発戸1273)

アビスタ本館・湖北台分館・布佐分館
電算システム更新のため
12/27(月)～1/13(木)

冬の交通安全運動
12/10(金)～19(日)

＠ ア ビ シ ル ベ
申･問=アビシルベ 7100-0014
※ 年末休館日 12/29(水)～1/3(月)
くわしくはHPで (｢アビシルベ｣で検索)

☆新春ふるまい…1/10(祝) 10:00～11:00
☆お内裏(だいり)様やお雛(ひな)様になって
写真を撮(と)ろう! …2月中旬予定

【展示】
☆第36回手賀沼写真コンクール入選作品展
～12/16(木) 13:00

☆つまようじアート展示
12/18(土) 13:00～24(金) 18:00

☆手賀沼ポスターコンクール作品展示
2/4(金) 15:00～9(水) 15:00

☆我孫子のいろいろ八景パネル展
2/10(木) 13:00～16(水) 12:00

☆めるへん文庫原画展
2/21(月) 12:00～28(月) 16:00

新木ふれあいあわんとり

キラキラ★クリスマス
ガールスカウト クリスマス会☆
12/12(日) 14:00～16:00 受付13:45～
我孫子北近隣センター 並木本館
年中相当～小学生の女子と保護者
水筒､上履き､筆記用具､交換用プレゼント
(300円くらい)
要申込 電話､SMSで 氏名､学年を明記
12/11(土)〆切
申･問=井上 080-5508-6627

ボーイスカウト我孫子第1団
森のクリスマス
団のみんなと外でいっしょに遊ぼう
12/26(日) 10:00～14:00 雨天中止
ボーイスカウト我孫子第1団野営場
(岡発戸1380-8)
男女小学生 先着20名
マスク､敷物､水筒､おにぎり､防寒着
申･問=info.bsabiko1＠gmail.com

正月も楽しもう！
ガールスカウトの新年会
お茶席の体験と日本の遊び
1/15(土) 13:30～15:30 受付13:15
アビスタ 和室
年中相当～小学生の女子と保護者
水筒
要申込 電話､SMSで 氏名､学年を明記
1/5(水)〆切
申･問=井上 080-5508-6627

正月かざりのたき上げで、1年の無病息災
(むびょうそくさい)を祈りましょう！
1/9(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

鳥の博物館の催し
申･問=鳥の博物館 7185-2212
※年末年始休館日 12/29(水)～1/4(火)
※くわしくは鳥博HPで (｢とりはく｣で検索)

あびこ自然観察隊
2/21(土) 9:00～12:00
｢観察しよう！手賀沼の冬鳥｣
手賀の丘公園～手賀沼
3/13(日) 9:00～12:00
｢春の谷津田観察会｣
岡発戸･都部の谷津田
100円 (中学生以下無料)
双眼鏡(持っている人)､筆記用具､
歩きやすい靴と服装
要予約 電話で

友の会展 ｢大空に展示したい！クマ
近隣センターに行こう
タカ凧(だこ) ～鳥凧ができるまで～」
【我孫子南近隣センター】 7181-1011
12/11(土)～1/16(日)
2F 企画展示室
お正月の生け花
入館料
生け花をかざってお正月を迎えよう

手賀沼の自然観察会 ｢てがたん｣
12/11 ｢白黒つけよう！2種のセキレイ｣
1/ 8 ｢もっと知りたいユリカモメ｣
2/12 ｢てがたん樹木検定 冬編｣
3/12 ｢てがたんしりとり｣
いずれも (土) 10:00～11:00
100円 (中学生以下無料)
双眼鏡､筆記用具
要予約 電話で

日本の鳥コーナー設置
2/5(土)～6月中旬
2F 企画展示室
入館料

12/27(月) 14:00～16:00
9Fホール
小4以上 先着20名
2,500円(材料費)
雑巾､花ばさみ(持っている人)
要申込 電話で 12/20(月)〆切

【近隣センターこもれび】 7165-2011

こもれび＊おはなし会
12/23､ 1/13･27､ 2/10･24､ 3/10･24
いずれも(木) 11:00～11:20
和室
幼児と保護者

県駅伝大会で 市内中学校が好成績！ 関東大会に出場
11月6日(土)に行われた千葉県中学校駅伝大会で、我孫子市内の中学校が大活躍。
男子は白山中が準優勝、３位には久寺家中が入り、女子は白山中が４位、久寺家中
が５位に入賞しました。その成績が認められ、久寺家中男子、白山中男子・女子の
３チームが12月5日(日)に栃木県で行われた関東中学駅伝大会に、出場しました。
結果は大会のウェブサイトをご覧ください。

イベントなどが中止になることもあるので、申込･参加前に問い合わせ先に確認してね
【湖北台近隣センター】7187-1122

湖北台 クリスマスコンサート
12/18(土) 13:30～15:30
多目的ホール

湖北台ダンスフェスタ
IN スプリング
2/26(土) 13:30～16:00
多目的ホール

【新木近隣センター】 7188-2010

手賀の丘 ミニフェスタ

令和4年度学童保育室利用希望の方へ

プラネタリウムライブ､創作活動､
ラート体験など
2/6(日) 10:00～14:00

令和4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(水) ※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)

初心者も楽しめるラート教室
2/20(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 1/21(金) 9:00～

こども文庫

親子de わくわく工作教室
七宝(しっぽう)焼き体験

絵本を中心に幼児､小学生向けの本が
約250冊､自由に読んでください
(貸し出しはできません)
近隣センターが開いている間
1F ふれあいコーナー

オリジナルのキーホルダーを作ろう
2/23(祝) 13:30～15:00
小学生と保護者 先着20組
1組 500円
要申込 電話で 1/23(日) 9:00～

箱根駅伝 1/2(日)･3(月)に
中央学院大学の選手が挑戦!
お子さんの急な病気で心配なとき…

《こども急病電話相談》

お 知 ら せ
@手賀の丘青少年自然の家

普通救命講習会

問=手賀の丘青少年自然の家 7191-1923

心肺蘇生法や､AEDの使い方を学びます
小5から参加できて､修了証がもらえます
①1/29(土) 9:00～10:00
乳幼児に対する救命処置
②3/ 6 (日) 9:00～11:00
成人に対する救命処置
※①は事前に ｢応急手当WEB講習｣を受講､
受講証明をプリントまたはスマホ画面で
持参のこと
消防本部2F 大会議室
市内在住･在勤･在学の小5以上
各回 先着12名
要申込 電話で
①1/13(木) 9:00～
②2/24(木) 9:00～
申･問=消防本部警防課 7181-7701

冬の星空を観察しよう!
大型望遠鏡で澄んだ冬の夜空を見よう
1/15(土) 18:00～20:30 (雨天中止)
親子･一般 先着50名
ひとり 100円
要申込 電話で 12/15(水) 9:00～
手賀の丘探検隊 冬

地面の下はどうなってるの？
冬の地面の下の生きものたちを観察
1/22(土) 13:00～15:30 (雨天中止)
親子 先着20名
ひとり 100円
要申込 電話で 12/16(木) 9:00から

#8000
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
発熱症状などがある方は､来院前に必ず
休日診療所にお電話ください
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

A4 コピー用紙で作る

走って とばそう!!
りっ たい たこ

作り方は、中面(P3)を見てくださいネ

子育て支援施設に行ってみよう

おいで！ちいさなおともだち

Babyのびのび親子学級 (全5回)

こどもの遊び場､親子の交流場

どんぐりランド

0才～就学前の乳幼児と保護者対象

おもちゃのある遊び場
12/16(木)､1/20(木)､ 2/17(木)､ 3/17(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 当日先着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

子育てって楽しい！ 子どもって可愛い！
ふれあい遊び､赤ちゃんの発達､産後ケア､
心配事の共有､先輩保護者の育児体験談等
1/21(金)･28(金)､ 2/4(金)･18(金)･26(土)
9:30～11:45
アビスタ2F ミニホール
令和3年8月1日以降に生まれた赤ちゃん
(学級初回に1か月健診受診済のこと)と
保護者(1名) 20組 (応募多数抽選･市内在
住優先)
500円 (全5回分､保険料･材料費など)
要申込 はがき､ちば電子申請サービスで
講座名､住所､氏名(親･子)､ふりがな､日中
連絡がつく電話番号､Eメールアドレス､
子どもの生年月日､第何子のお子さんか
明記 1/4(火)〆切
申･問=〒270-1147 若松26-4
我孫子地区公民館
「Babyのびのび親子学級」担当
7182-0622

☆にこにこ広場 7185-8882
(アビイクオーレ2F)

☆すまいる広場 7185-2196
(湖北台保育園内)

☆かわむらんど 7183-5995
(川村学園女子大学附属保育園内)

☆ぐるんぱクラブ 7189-2799
(布佐宝保育園併設)
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】
広場スタッフが地域の公園へ出向き
体操や親子遊びをします
天王台西公園 12/21(火)､3/15(火)
手賀沼公園
3/10(木)
※雨天中止 申込不要
問=保育課 子育て支援センター
7185-1915

ふたごちゃん･みつごちゃんの会
ふたご以上の乳幼児とその保護者･妊娠中
の方の交流会
1/19(水)､2/16(水)､3/16(水) 10:30~11:30
にこにこ広場(アビイクオーレ2F)
問=にこにこ広場 7185-8882

ふたごちゃん･みつごちゃんタイム
ふたご以上の乳幼児とその保護者･妊娠中
の方の交流会
毎週火曜日 10:00~11:00
問=かわむらんど 7183-5995

おひさまタイム
乳幼児と成長と発達でお困りの保護者の
交流会
毎週金曜日 10:00~11:00
問=かわむらんど 7183-5995

のびっ子クラブ
12/20(月) ｢クリスマス会｣
1/17(月) ｢豆まきで鬼退治｣
2/21(月) ｢ひなかざりづくり｣
3/21(祝) ｢のびっ子卒業式｣
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 電話で 開催月の1日から
(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

子育てサロン ｢わ｣
おもちゃ遊び､手遊び､月替わり企画など
12/21(火) ｢クリスマスブーツを作ろう」
1/18(火) ｢牛乳パックのコマを作ろう」
2/15(火) ｢絵本を楽しもう･おはなし会｣
3/15(火) ｢保健師のお話(春の健康管理)｣
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 開催月の1日から
申･問=我孫子北地区社協 7165-3434

ごっこひろば
おもちゃを使った遊び､手遊びなど
2/20(日) 市民プラザ ホール
3/13(日) けやきプラザ ふれあいホール
10:00～11:30
未就学児と家族
動きやすい服装､飲み物
問=市社協 7184-1539

とおんきごう
リズムと歌で遊ぼう！
12/23(木) ｢クリスマス会｣
1/27(木)､ 2/24(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
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