
 

  

 

 

第３７号 
平成３１年４月発行  

 
ここでは、生涯学習センター（アビスタ）・湖北地区公民館（コホミン）を中心に、「まなび 活かし つながる」

生涯学習をより身近に感じてもらうために、様々な学習やイベントの情報を発信していきます。 

編集・発行  

我孫子市教育委員会生涯学習課 企画調整担当（アビスタ内） 

住所：我孫子市若松 26-4 ☎ 04-7182-0511 

  

 

「湖北地区公民館」のホールといえば、「子どものピアノ発表会を見に行

ったわ！」など習い事や趣味・伝統の発表の場として親しまれています。 

ところで、この「湖北地区公民館」が建設されたのはいつでしょう？ 

社会教育基本計画により、平成２年度から湖北支所の南側に現在の湖北地

区公民館の建設が始まり、平成４年４月に完成しました。「かぐら」などの

伝統芸能の文化保存と文化活動に対応できるよう、２５０の固定席（現在は

２４６固定席と車いす用スペース４台）と音響・照明設備を備えたステージ

ホールが特徴の公民館です。 

それまであった市民会館は客席数１，０００人の大ホールでしたが、平成

２２年に解体されたため、我孫子市唯一の固定席ホールとして小さいなが

ら、大きな活躍をしています。平成２９年に「コホミン」という愛称を頂き、

これからもますます市民の 

 

これからもますます市民のみなさんに親しま

れる身近な公民館として努めていきたいと思

っています。 

 

 

 

 

 

 

我孫子市湖北地区公民館 

〒270-1122 

我孫子市中里 81-3 

☎ 04-7188-4433 

📠 04-7188-7720 

 イベント情報                  2019 年 4 月 

 イベント情報                  2019 年 5 月 

親子体験茶道教室

場所：アビスタ　和室

時間：午前10時から午後2時

旧井上家住宅鉄道模型運転会

場所：旧井上家住宅

時間：午前9時から午後3時30分

東京2020応援プログラム　目指せ！チアリーダー！！

市内在住・在学の小学生

場所：アビスタ　ホール

時間：午前10時から正午

東京2020応援プログラム　自分史上最速を目指す！走り方教室

市内在住・在学の小学4年生から6年生

場所：中央学院大学Ｃグラウンド(雨天時、中央学院大学体育館)

時間：午前10時から正午

てがたん「あびこの自然の『音風景』」

場所：鳥の博物館玄関前

時間：午前10時(午前10時までに受付)

我孫子市茶道連盟　お茶会

場所：アビスタ

時間：午前10時～午後3時

第36回謡曲と仕舞　春季発表会

場所：湖北地区公民館（コホミン）

時間：午前10時から

県知事杯囲碁大会

場所：市民プラザ

時間：午前10時から

第30回我孫子さつき花季展示会

場所：市民プラザ

時間：午前10時から午後5時　※24日は正午から

我孫子市吟詠連盟大会

場所：湖北地区公民館（コホミン）

時間：午前9時30分から午後6時30分

ヴィヴァ・マンドリーノ　第21回定期演奏会

場所：けやきプラザ　ホール

時間：午後2時開演（開場:午後1時30分）

往復はがきに、住所・氏名・電話番号・学校名・

学年・希望講座①②を明記

我孫子市布佐3062-3　我孫子市茶道連盟　中根

☎04-7189-2465

4日(祝)

5日(祝)
無料 ー

教育委員会文化・スポーツ課

(歴史文化財担当)

☎04-7185-1583　　📠04-7185-1760

300円3日(祝)

4/26(金)必着

各10組

①10:00～12:00

②13:00～15:00

19日(日)
2,000円

(2席)
ー

我孫子市茶道連盟　小野

　　☎04-7182-6161

19日(日) 無料 250名
我孫子市謡曲連合会　津田

　　☎04-7183-6180

19日(日)
大人1,000円

子ども500円
ー

我孫子市囲碁連盟　川村

　　☎04-7187-1474

24日(金)～

28日(火)
無料 ー

我孫子さつき会　橘

　　☎04-7149-1343

鳥の博物館

☎04-7185-2212

11日(土) 100円

4/15(月)必着

50名

(応募者多数の場

合は抽選)

講座名「走り方教室」・住所・氏名(ふりがな)・

性別・学校名・学年・電話番号を明記

📠04-7165-6088または、ちば電子サービスまたは

はがき〒270-1147 若松26-4 我孫子地区公民館

5日(祝) 100円

4/15(月)必着

25名

(応募者多数の場

合は抽選)

講座名「目指せチアリーダー」・住所・氏名

(ふりがな）・性別・学校名・学年・電話番号を明記

📠04-7165-6088または、ちば電子サービスまたは

はがき〒270-1147 若松26-4 我孫子地区公民館

11日(土)
一般　100円

中学生以下　無料
ー

26日(日) 無料 250名
我孫子市吟詠連盟　津川

　　☎04-7182-3426

26日(日) 800円 551名
ヴィヴァ・マンドリーノ　阿部

　　☎04-7139-8630

日 イベント 費用 定員 申込・問合せ

てがたん「鳥のプロポーズ」

場所：鳥の博物館玄関前

時間：午前10時(午前10時までに受付)

第32回我孫子市美術家協会展

場所：市民プラザ　ギャラリー・ホール

時間：午前10時から午後6時まで（最終日は午後4時まで）

スポーツボランティア養成講座

場所：アビスタホール

時間：午前9時20分から（午前9時受付）

講演会「三島海雲、杉村楚人冠そしてカルピス」

場所：アビスタホール

時間：午後1時から午後4時(午後12時30分開場)

旧村川別荘写真展

場所：旧村川別荘

時間：午前9時から午後4時まで

学芸員トークイベント（稲村雑談）

場所：白樺文学館

時間：午前10時から午前11時、午後2時から午後3時

ー

教育委員会文化・スポーツ課

(歴史文化財担当)

☎04-7185-1583　　📠04-7185-1760

14日(火) 無料

4/8(月)必着

40名

(要申込)

住所・氏名・年齢・電話番号を明記

📠04-7185-1761または、はがき

教育委員会文化・スポーツ課

(スポーツ振興担当)宛て

13日(土)～

17日(水)
無料 ー

我孫子市美術家協会　山田

☎04-7184-1230

ー
300円

（入館料のみ）

27日(土)～

5/6(祝)

4/2(火)から

先着100名

(要申込)

教育委員会文化・スポーツ課

(杉村楚人冠記念館)

☎04-7182-8578

無料

教育委員会文化・スポーツ課

(白樺文学館)

☎04-7185-2192

13日(土)
一般　100円

中学生以下　無料
ー

鳥の博物館

☎04-7185-2212

無料20日(土)

26日(金)～



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇コーディネーターの仕事ってどんなことをするの？ 

 我孫子地区公民館で行われている通年講座で「のびのび親子学級」 

「家庭教育学級」「熟年備学」を担当し「アビコでなんでも学び隊」や

単発講座の企画、運営も行っています。 

〇企画ってどうやって決まるの？ 

過去に実施したものや情報収集したものを材料に、その時のニーズや

目的などに合わせ、とことん話し合って決めています。コーディネータ

ー同士の、ちょっとした雑談の中から生まれるアイディアもあるので、

コミュニケーションは大事にしています。  

〇コーディネーターの仕事で良かったことは？ 

🌳毎朝、出勤時にのびのび親子学級経験者の親子から大きな声で挨拶し

てもらうと、エネルギーチャージ！元気が出る。🌳子どもたちがその

時々で見せてくれる、表情や姿に新たな一面を発見したとき。 

🌳受講者から「ためになった」とか「楽しかった」と言ってもらえると

嬉しい。 

 

 

2 歳から 3 歳の入園前親子の大切な時間。いろいろなものに触れさせたい。 親

子で一緒に楽しみたい。子育ての輪を広げ、育児も育自も楽しみましょう！ 

 

 

 

平成 31年 2月 2日(土) 

川村学園女子大学今井教授と

生活文化学科の学生が「知って

得する栄養講座と激うま時短

料理」を伝授。子どもは同時開

催の「工作教室」でランチョン

マットなどを作りました。 

我孫子地区公民館講座 

🌳幼稚園情報を聞けてよかった。🌳人形劇がちょっと怖かった。🌳同年代の子

どもとの関わりが少なかったため、戸惑いもあったが、スタッフのサポートで

最初の頃と変わった。🌳同年齢の子と遊べるよい機会だった。🌳自分の子が他

の子と接する様子を見ることができて楽しかったし、ますます愛しく思えた。

🌳すぐ名前を覚えてもらって嬉しかった。🌳とても楽しい一年だった。３歳で

多くの事ができるようになり、すごく成長した１年だった。🌳柏市在住でした

が、参加できてとても楽しかった。🌳リフレッシュタイムのおしゃべりタイム

があっという間だったので、もっと交流したかった。 

 

小学校入学は、子どもにとって社会参加への大きな第一歩！新しい環境で、不安に思

うこともあるかもしれません。また初めて子どもを入学させる保護者には「小学校」

ってどんなものか、親としての心構えなど不安に思うこともあるかもしれませんね。

52年の実績を持つ家庭教育学級は、講義や体験など多彩なプログラムを通して家庭・

親子・地域への関わりを、同じ年齢の子を持つお母さんたちと一緒に楽しく学べる講

座です。 

 

平成３１年度受講生募集！５月から始まる学級の受講生を募集します！学習内容やスケジュール等詳しい

内容はアビスタ館内や各小学校にあるポスターやチラシ、「広報あびこ４月１日号」または市のホームペー

ジをご覧ください。 

＜注意事項＞ 

 のびのび親子学級と家庭教育学級の同時受講可。 

 応募者多数の場合抽選（市内在住・在勤の方優先）。 

結果は申込者全員に通知。応募者少数の場合は実施しな

いことがあります。 

 学習内容が変更になる場合があります。 

アビスタ駐車場は１時間無料。その後 1 時間ごとに 100 円。  

＜申し込み・問い合わせ先＞ 

ハガキ・FAX・ちば電子申請サービスのいずれか。 

必要事項は「広報あびこ４月１日号」または市のホーム

ページを参照してください。 

〒270-1147 

我孫子市若松２６―４ 

我孫子地区公民館 宛 

FAX📠04-7165-6088 

電話☎04-7182-062２ 

５月から始まる「のびのび親子学級」と「家庭教育学級」ってどんな雰囲気かな？受講してみたいけれど…うちの子

はやっていけるかしら？など、ちょっとしたことでも気になりますよね。学級生の感想がみなさんの参考になるかも。 

 

 

アビスタの事務室からコーディネーター 

たちの、講座に対する熱い討論が聞こえ

てくることがあります。 

今回はそのコーディネーターの仕事につ

いてインタビューしてみました！ 

🌳講師の方々の話や学級生との交流で子育てについての意見、考えを聞く事がで

き、自分自身や子どもの事を振り返る機会になり、いい意味で気持ちをリセットす

ることができた。🌳我孫子散策ではずっと我孫子にいながら初めて歩いた道だった

ので感動した。🌳講演や体験の内容もバラエティに富んでいて楽しかった。スタッ

フの方々も温かい対応をしていただきありがとうございました。🌳３人育てても、

知らないことがたくさんあり、とても勉強になった。🌳他の小学校のお母さんたち

と知り合えてよかった。🌳自分だけでは体験できない事やお話を聞く事ができたの

でとても良かった。 

市民図書館講座・農政課共催 

 

締切日４月１７日必着 【ちば電子申請サービス】 

平成 30年 12 月 2 日（日） 湖北地区公民館にて

つくし野麒麟太鼓をゲストに招き、布佐小学校郷土

芸能クラブ・湖北小郷土芸能クラブ・布佐中学校郷

土芸能講座・第四小学校伝統芸能クラブあびこふる

さと会・ひょっとこ睦・古戸はやし連中などの団体

が出演し、価値の高い無形文化財、地域文化として

の伝統芸能を身近に鑑賞する機会となりました。 

平成 30年 10 月 5 日（金） 水の館 3階研修室に

て、酒井利夫氏に「冬越しの野菜栽培」についてご

講義いただきました。図書館では農業関係の本の貸

し出しが非常に多く相談もあることから、今回の講

座が企画されました。好評につき次回開催を検討中

です。 


