2022

春号

今回の2022春号100号で 情報紙「あびっ子ネット」は発行終了します
これからもホームページでイベントの情報などを発信します｡ 見てね！

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
\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
ボーイスカウト我孫子第1団

ボーイスカウト流自然遊び
3/13(日) 9:00～12:00
ボーイスカウト我孫子第1団野営場
(岡発戸1380-8)
5才～小3と保護者 先着20名
マスク､水とう､防寒着
要申込 右のQRコードを
読み取って申込フォームから
問=info.bsabiko1＠gmail.com

キッズチアダンス体験会
初めてのレッスンを体験
3/17(木)､24(木) 17:00～19:00
第一小 体育館
講師：大野まなみ
幼児～小学生 先着25名
動きやすい服装､上ばき､水とう
要申込 電話またはメールで
〒住所､氏名､年令､電話番号を明記
申･問=石井 080-4099-3105
 sparkgirls_cheer@yahoo.co.jp

菜の花畑散策 (さんさく)と
頭の体操 (たいそう)
｢なぞなぞ｣をしながら菜の花畑をお散歩
3/18(金)～21(祝) 10:00～15:00
雨天22(火)
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

あびこ桜まつり
市内児童によるうなきちさんぬり絵の竹
とうろうと桜のライトアップがコラボ！
3/19(土)～4/3(日) 18:00～22:00
手賀沼親水広場
問=米澤 090-6503-2084

柏ジュニアストリングオーケストラ
定期演奏会 ｢ペール･ギュント｣
3/20(日) 13:30～ (開場13:00)
柏市民文化会館 大ホール
先着699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
HP=http://kjso.jp/

春休み なぎなた体験教室
親子でやってみよう！
武道「なぎなた」の基本の動作と技
①3/25(金) 9:30～11:00
②3/27(日) 9:15～10:45
(1日だけでも可)
市民体育館 武道場

6才以上と保護者 先着4組
1組 500円
マスク､飲み物 素足で行います
要申込 メールで 住所､氏名(フリガナ)､
年令､電話番号を明記 3/20(日)〆切
申･問=中村 090-1253-2996
kn.antar@gmail.com

遊覧船 (ゆうらんせん)で
手賀沼について学ぼう！
遊覧船から手賀沼をながめてみよう！
船内で手賀沼の歴史と現状､手賀沼で見ら
れる生き物についてガイドします
3/25(金) ①10:30～11:30 集合10:15
②13:30～14:30 集合13:15
※荒天・強風中止
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30名
(小学生以下保護者同伴)
要申込 電話で
希望時間､住所､氏名､年令､電話番号
(家族･グループの場合は、代表者の住所･
電話番号と全員の氏名･年令)
3/17(木) 8:30～24(木) 17:00
申･問=手賀沼課 7185-1484

イースターキャンドルづくり
～卵型のキャンドルを作ろう～
3/26(土) 14:00～15:00
市民プラザ 会議室1
3才～中3 先着10組 (小3以下保護者同伴)
1セット 2,000円
(卵型､フローティングキャンドル各1個)
要申込 電話またはメールで
氏名､子どもの年齢､電話番号を明記
申･問=小田 090-1805-5169
nukk0212@gmail.com

やってみよう！プログラミング
Scratchプログラミング体験
パソコン完備､ソーシャルディスタンスを
保てる比較的広い教室です
3/26(土)､27(日) 10:00～12:00
あしらねデジタル塾
(スーパーマスダ湖北店 3F)
小学生以上 各回先着6名
(小2以下保護者同伴)
500円 (資料代)
要申込 メールまたはHPから
希望日､メールアドレス､電話番号､受講
者の氏名､新学年を明記 開催前日〆切
申･問=あしらねデジタル塾 7197-3308
(火～金10:00～16:00）
 asln.digital.ps@gmail.com

わんぱくスクール
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～R5年3月 毎月原則第2土曜

10:00～15:00 または 13:30～15:30
4/ 9 (土) ゲーム&レクリエーション
5/14(土) アウトドアゲーム
6/11(土) グループあそび
以降の予定は ｢広報あびこ｣ 3/16号で
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
なりたい方優先 (申込時に明記)
通年会費 3,700円
要申込 はがきで 4/4(月)消印有効
〒住所､氏名､電話番号､学年､性別､
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

手賀沼カッパ分団
宇宙が大好きな君！一緒に活動して
みない？ 体験入団募集中
4/17(日) 連タコ飛ばし
5/15(日) ロケットの話とかさぶくろ
ロケットの打ち上げ
6/12(日) 無重力実験
7/10(日) 水ロケットの打ち上げ
高野山小 または 水の館
小学生 各回5名程度
要申込 メールで 体験希望日､氏名､
学校名､学年､連絡先を明記
申･問= iwasakin＠mpd.biglobe.ne.jp
HP= ｢YAC 手賀沼カッパ分団｣で検索

サツマイモの苗植え体験
5/14(土) 9:30～10:30 雨天15(日)
バス停 ｢三井団地入り口｣ (久寺家2-1)
飲み物､軍手､シャベル､汗ふきタオル
汚れても良い服装､長ぐつ
要申込 電話またはSMSで
名前､学年を明記 5/10(火) 〆切
申･問=井上 080-5508-6627

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
600年続く伝統芸能｢能｣をプロ能楽師が
やさしく解説 小学生も出演する実演あり
3/26(土) 14:00～16:00
我孫子南近隣センター 9Fホール
先着 50名
マスク､スリッパ
要整理券 受付で配布 3/3(木)～

【近隣センターこもれび】 7165-2011

こもれび＊おはなし会
☆午前の日 乳幼児向け
3/10(木)､24(木) 4/14(木)､28(木)
11:00～11:20
近隣センターこもれび 和室

＠鳥の博物館
申･問=鳥の博物館 7185-2212 (月休館)
HP=｢とりはく｣で検索

日本の鳥 ～収蔵標本公開～
鳥の博物館が収蔵している385種の標本
を公開､いろんな日本の鳥を紹介
～6/26(日)
鳥の博物館 2F企画展示室
入館料

てがたん ｢てがたんしりとり｣
てがたんコースで見つけた生き物の名前
や習性などでしりとりしてみよう！
3/12(土) 10:00～11:00 (雨天中止)
鳥博玄関前 集合
100円 (中学生以下無料)
双眼鏡､筆記用具
要申込 電話で

あびこ自然観察隊
｢春の谷津田観察会｣
谷津田で春を告げる生き物を観察
3/13(日) 9:00～12:00 (雨天中止)
岡発戸･都部の谷津田 鳥博玄関前集合
100円 (中学生以下無料)
双眼鏡(お持ちの方)､筆記用具
歩きやすい靴と服装
要申込 電話で 3/1(火)～

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

ミニ鉄道

月曜休業

3/25(金)～31(木) 10:00～16:00
4/1(金)～5(火)､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
1回(2周) 200円
回数券(11回分) 2,000円

レンタサイクル

月曜休業

3/25(金)～31(木) 9:00～16:00
4/1(金)～5(火)､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
返却はどのステーションでもOK
①手賀沼公園
②サイクルパーク我孫子南
③手賀沼親水広場の多目的広場駐車場
④*道の駅しょうなん
⑤*北柏ふるさと公園
⑥*手賀沼フィッシングセンター
*柏市内のステーションは返却のみ
貸出の場合､料金が異なることあり

げんきフェスタ

2022

6月19(日)

10:00～15:00

場所：湖北地区公民館(コホミン)･湖北小体育館 参加費：100円
090-8558-9916
問=七戸

あびこ子どもネットワーク

ジュニアスタッフ 2022 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 ジュニアスタッフ
みんなでゲームを考えてげんきフェスタを盛り上げよう!!
6/ 5 (日) 13:00～15:00 コホミン 第1学習室
12(日) 13:00～15:00 コホミン 第3学習室
18(土) 10:00～15:00 コホミン 第3学習室
19(日) げんきフェスタ当日
小･中学生
100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 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 HP=｢げんきフェスタ｣で検索

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
春休み特別上映
3/25(金)～4/5(火) ※水曜は休み
星空解説
｢今夜、なにがみえるかな｣ 2021冬
平日 14:00
土日 11:00､14:00､16:00
テーマ番組 ｢メランポスの涙(なみだ)｣
平日 15:00
土日 10:00､13:00､15:00
上映時間 約15分
各回 先着28名
入場券 当日上映1時間前から水の館3F
券売機で 中学生以下 要無料券
高校生以上100円
問=水の館 7184-0555（第4水曜休館）

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

わいわい子ども塾
年令の違う仲間同士で自然・宿泊体験を
①5/7(土)･8(日)
集まれ てがっ子!
②7/2(土)･3(日)
東金青少年自然の家へ行こう!

③9/17(土)･18(日)･19(祝)
レッツゴーバス遠足!
④10/29(土)･30(日)
エンジョイ手賀の丘!
⑤12/24(土)･25(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(金)～
氏名(ふりがな)､性別､新学年､〒住所､電話
番号､生年月日を明記 4/15(金)必着

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
観察しよう
4/16(土) 13:00～15:30
幼児～小学生と保護者 先着20名
100円
要申込 電話で 3/16(水) 9:00～

｢あびっ子クラブ｣
サポーター募集
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

子育て支援施設に行ってみよう
こどもの遊び場､親子の交流場
0才～就学前の乳幼児と保護者対象

☆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 3/15(火)､4/19(火)､5/17(火)
手賀沼公園 4/7(木)､5/12(木)
※雨天中止 申込不要
問=保育課 子育て支援センター 7185-1915

☆育児相談
保健センターが行う､保健師･栄養士･
歯科衛生士による相談
4/6(水)､4/20(水)､5/18(水)､5/24(火)
受付 10:00～10:30
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
3/16(水)､4/13(水)､5/11(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 7185-5995

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 7185-5995

ごっこひろば
おもちゃを使った遊び、手遊びなど
3/13(日) けやきプラザ 9Fホール
4/17(日) アビスタ ホール
5/15(日) アビスタ ホール
10:00～11:30

未就学児と家族 先着12組
動きやすい服装､飲み物､大人は上履き
問=市社協 7184-1539

布佐台幼稚園 (布佐1849)
問=7189-0231
認定こども園

子育てサロン ｢わ｣

ひかり幼稚園 (緑2-3-1)

おもちゃ遊び､手遊び､月替わり企画など
3/15(火)「保健師のお話(春の健康管理)」
4/19(火)「鯉のぼりを作ろう」
5/17(火)「パラバルーンで遊ぼう」
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

問=7185-0415

どんぐりランド

認定こども園

湖北台幼稚園 (湖北台8-10-2)
問=7188-1001
認定こども園

つくしの幼稚園 (つくし野6-23-10)
問=7184-3200 (9:00～16:00)
認定こども園

わだ幼稚園 (布佐1275)
問=7189-1608

おもちゃのある遊び場
3/17(木)､4/21(木)､5/19(木)､6/16(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 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

問=7188-2211

のびっ子クラブ

あびこDE子育ていいね！

3/21(祝) のびっ子卒業式
4/18(月) かぶとづくり
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

とおんきごう
リズムと歌で遊ぼう
3/24､4/28､5/26､6/23､7/28､8/25､
9/22､10/27､11/24､12/22クリスマス会
R5/1/26､2/23､3/23
毎月 第4木曜日 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

幼 稚 園 情 報
見学会､未就園児教室など、詳しくは各園
のホームページを参照、又は直接お問い
合わせください

めばえ幼稚園 (白山2-7-5)
問=7184-1313

若草幼稚園 (中里515)
問=7188-2026
※令和4年4月から施設を移転､幼保連携型
認定こども園 ｢わかくさこども園｣ に

二階堂幼稚園 (久寺家479-1)
問=7185-1371 (10:00～16:00)

みなさんに手に取って読んでもらえる情報紙を目指して、2001年夏に「あびっ子ネット」第1号
を発行してから約20年、今回100号をお届けしました。お楽しみいただけましたでしょうか？
子どもたちのための活動や情報を提供してくださったみなさま、ありがとうございました。
この20年の間に、インターネットが発達して、スマホなどで手軽に情報が得られるようになり
ました。情報紙「あびっ子ネット」はその役割を終えたと考え、今回の春号を最終号とします。
「あびこ子どもネットワーク」は、これからも「げんきフェスタ」「あびこ子どもまつり」など
の活動やホームページでの情報発信を通して、みなさんを見守り、支え続けます。

認定こども園

湖北白ばら幼稚園 (中峠村下1-2)

お 知 ら せ
Peek-a-booフリマ
我孫子での子育ての輪を広げていくフリ
ーマーケットです｡子ども服やおもちゃ､
本､生活用品などのリサイクル品と手作り
品販売のブースが約14店舗出店予定｡
子育て世代が盛り上げます！
3/26(土) 10:00～15:00
あびこショッピングプラザ1F
正面玄関入り口前ガーデンコート
問=あびこ市民活動ステーション
7165-4370

令和4年対象者
麻しん風しん混合(MR)２期
春先に流行しやすい感染症です
早めに接種の計画を立てましょう
対象：H28/4/2～H29/4/1生まれ
接種期間：就学前1年間
(R4/4/1～R5/3/31)
※予診票は3月末に送付予定
手元にない方はお問い合わせください
問=健康づくり支援課 7185-1126

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年生の4月に送付
手元にない方はお問い合わせください
問=健康づくり支援課 7185-1126
第 100 号
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