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ひろばひろば
「情報ひろば」の掲載記事は、市や官公
庁主催・共催・市の後援、補助団体の
記事です。　…あびこ楽校事業です。
各項目は、次のように省略しています。
日…日時、所…場所、内…内容、対…
対象、定…定員、費…費用、持…持参、      
……申し込み（記載のないものは申し込
み不要）、      …問い合わせ

　  楽

イベント
◆新年ちびっ子餅つき大会2013
日1月19日㈯10時～15時（小雨実施、
荒天順延）　所あびこ農産物直売所あ
びこん　内子どもたちの餅つき体験

（計8回）・お汁粉サービス（椀
わ ん

・箸
は し

持
参）、Jr.と遊ぼう（みかんの皮むき長
さ比べほか）、バルーンアートなど、
家庭菜園相談、太鼓と獅子舞（我孫子
ふるさと会）　主催・ あびこ型「地
産地消」推進協議会☎7128－7770
◆心の健康クラブ～同じ思いを持つ家族同士
　 で少し肩の荷をおろしてみませんか～
日①1月21日㈪②2月18日㈪14時～16
時　所保健センター　内講演 ①「病気
や薬を理解する～地域生活を支えるか
かわり～」②「家族としてできること～
家族自身の笑顔を取り戻すために～」
講師…木村尚美さん（ひだクリニック
副院長）　対こころの病気を持つ方の
ご家族　 障害福祉支援課・内線381
◆第21回 我孫子市バドミントン連盟 
　シングルス大会
日2月3日㈰9時受付　所市民体育館　
種目男子シングルス1～4部、女子シン
グルス1・2部　対男子1・2部、女子1
部はオープン、男子3・4部、女子2部は、
市内在住・在勤・在学・在クラブの初
心者　定先着130人　費一般1500円

（連盟登録者1000円）、小・中・高生
800円（連盟登録生700円）※1日行事

保険には入りません　 Eメール。大
会名、種目、ランク、住所、氏

ふ り が な

名、性
別、電話番号を明記し、1月24日㈭必
着。（学生は学校名を記入）※Eメール
以外での申し込みは受け付けません。

abiko_singles21@yahoo.co.jp 
望月☎090－4013－1750
◆我孫子南まちづくり協議会
　ストレッチと筋トレ体験
日1月25日㈮13時30分～15時　内日
ごろの体力を養い健康な身体をつく
る　定先着30人　費無料　持上履き

（スリッパ不可）、タオル、飲み物　所・
・ 1月16日㈬9時から電話で、我

孫子南近隣センター☎7181－1011
◆認知症の方の家族のつどい「こほく」
日1月25日㈮13時30分～15時30分　
所保健センター　内認知症の介護方法
や日ごろの悩みなどの情報交換　対
認知症の方を介護している家族・介
護経験者　費無料　 高齢者支援課☎
7185－1112
◆ちばのWA！ 東葛本舗
　企業と市民とNPOのマッチング会
日・所①1月25日㈮14時～16時30分松
戸商工会議所②1月29日㈫14時～16時
30分アミュゼ柏　内活動内容を記載し
たボード・チラシを設置し、企業・団
体のマッチング交渉。費1000円（出展
者のみ）　 ・ NPO法人ACOBA・
田中 ☎7181－9701 7185－2241
acoba@key.ocn.ne.jp
◆第16回 我孫子市民ゴルフフェスタ
日3月5日㈫（雨天実施）　所我孫子ゴ
ルフ倶楽部　対・定市内在住の方、
60人（応募多数時抽選）　費3000円

（チャリティ募金含む）※別途プレー費
約1万8000円（昼食費など別）　競技方
法18ホール新ペリア方式（ソフトスパ
イク着用）　申込方法往復ハガキ（1人
1枚・返信用葉書の宛名は様と記入）
に、大会名、住所、氏

ふ り が な

名、性別、電話
番号を明記し、1月25日㈮必着で、〒
270－1192市役所公園緑地課（住所省
略可）※記入もれ、重複申込は無効。

我孫子ゴルフ協会・山崎☎7184－
5941（9時～12時）
◆こもれびまちづくり協議会
　こもれび冬のフェスタ
日1月26日㈯・27日㈰10時～（9時30
分開場）　内高野山小・我孫子中コー
ラス、我孫子第二小吹奏楽、ハーモニ
カ、マンドリン、アコーディオン、大
正琴など　費無料　※1月26日は「お
抹茶を楽しむ会」を同時開催（菓子付
200円）　所・ 近隣センターこもれ
び☎7165－2011
◆久寺家地区まちづくり協議会
　新春のつどい
日１月27日㈰11時30分～15時　内お
茶席、餅つき、子ども広場、舞台（二胡、
津軽三味線）、模擬店（甘酒、つき餅、
雑煮、飲み物ほか）　所・ 久寺家近
隣センター☎7179－1166
◆第18回 我孫子市母親大会
日1月27日㈰13時～16時30分　所湖
北地区公民館　内シンポジウム「TPP
導入で私たちのくらしはどう変わるか
～医療・労働・農業・教育の現場から
の報告～」　費600円※当日参加券も
あります　 上村☎ 7188－5712
◆第32回 柏地区特別支援学級合同　
　花と太陽と希望の作品展
日2月1日㈮～4日㈪10時～20時（4日
は14時30分まで）　所柏市民ギャラ
リー（柏髙島屋S館8階）〈入場無料〉　
内柏と我孫子の特別支援学級で学ぶ
子ども達の絵画などの作品展示　
並木小学校・井上☎7184－3151
◆新木地区まちづくり協議会
　歌声喫茶inあらき
日2月2日㈯13時30分～15時30分　出
演歌の指導…類

る い ち

地晋
し ん

朗
ろ う

さん　費500円
（お茶、お菓子付）　所・ 新木近隣セ
ンター☎7188－2010
◆我孫子南まちづくり協議会
　ワインとチーズを楽しむ～基礎編～
日2月3日㈰14時～16時　内6種類の
ワインを試飲して特徴を学び、それぞ
れに合うチーズを楽しむ。講師平田

晋一さん（京北スーパー酒類バイヤー
チーフ）、堀範芳さん（同チーズバイ
ヤーチーフ）　定先着20人（要申込）　
費1000円　所・ ・ 電話で我孫子
南近隣センター☎7181－1011
◆天王台北地区まちづくり協議会
　大野靖之 WINTER LIVE
日2月16日㈯14時 開演（13時30分 開
場）　定先着120人※1月17日㈭から
近隣センター窓口にてチケット販売開
始　費小学生以上500円　所・ 天王
台北近隣センター☎7182－9988
◆市内親善卓球大会
日2月23日㈯9時開場　所市民体育館
種目団体戦（3ダブルス、男女混成6人）
※チームはくじ引きにより当日編成。
対連盟会員、市内在住、在勤、在学の
方　費1000円（連盟会員、高・中学
生は500円）　 ・ ハガキに大会名、
団体名、郵便番号、住所、氏

ふ り が な

名、電
話番号を明記し、2月1日㈮必着で〒
270－1168根戸632の16伊藤春美☎
7185－4390
◆相馬霊場八十八ヶ所
　「なま街道の起点布佐を巡る」
日2月24日㈰8時30分集合・12時30分
解散（中止の場合3月3日㈰に延期）　
内JR布佐駅東口前集合～58番都観音
堂～24番延命寺～21番37番勝蔵院～
竹内神社～布佐城址～41番～相島工
房～89番浅間神社～稚児大師堂～ JR
新木駅解散（全行程約10㎞）　費500
円（申込不要、費用当日徴収）　 熊倉
健治☎0297－73－3906

講演・講座・教室
◆親子でバレンタインチョコ作り
日2月2日㈯10時～13時　講師文岡尚
子さん　メニュー①チョコファッジ②
ガトーショコラ　対・定市内在住の小
学生の親子、12組（応募多数の場合、
抽選）　費1組1000円（材料費込）　
所・ ・ 窓口、ハガキ、ファクス、
Eメール。住所、氏

ふ り が な

名、年齢、性別、電

市民
　伝言板

市民伝言板は、次の通り省略しています

◆詳しい内容の確認は、当事者間で行うようお願いします。

近セ＝近隣センター ・市セ＝市民セン
ター・布佐ステ＝布佐ステーション
ホール・入＝入会金・月＝月会費・年＝
年会費・    ＝申し込み・     ＝ 問い合せ

たのしもう
講演・催し

▼陽だまりの暖かさ、ほのぼの人形展。
齋藤タケエ　～19日㈯10時～17時。
入場無料。古布を使用して創作した心
暖まる人形達、花嫁行列、披露宴など。
所・ ギャラリー芙蓉☎7106－1369
▼新年謡曲と仕舞の会　1月19日㈯
10時～。根戸近セ。宝生流謡曲と仕
舞の発表会。御希望の方の地謡への参
加を歓迎します。入場無料。 手賀
宝生会・津田☎7183－6180

▼社交ダンス「DADA舞夢我孫子」無
料講習会　1月21日㈪・28日㈪・2月
4日㈪。あびこ市民プラザ。18時15
分～19時15分。初心者対象。先着10
人。ワルツ、タンゴ、ルンバ、チャチャ。

北原☎ 7183－5245
▼松尾敏子・横瀬貞子二人展　1月24
日㈭～2月2日㈯10時～17時。ギャラ
リー芙蓉。入場無料。伝統の和紙を使
用して風景や静物など好みの作風で表
現しその成果を展示する和紙絵展。
横瀬☎7182－7774
▼声とからだの講座　1月27日㈰14時
～、16時～。アビスタ。500円。 ・

西廣☎090－2326－4510
▼パソコン楽しみ隊市民講座「デジカ
メ画像編集加工GIMPを学ぶ」　誰で
も簡単。くっきり美しく!　1月29日㈫
13時30分～。我孫子南近セ。定員12人。
1000円。 ・ 関谷☎7183－0047
▼女性のためのこころのケア講座　2
月2日㈯13時30分～15時30分。我孫
子北近セ並木本館。傷つかない、傷つ
けないコミュニケーションのために必
要な事。500円。 ・ グループ・ラ
パン☎090－1534－8905
▼我孫子の文化を守る会 放談くらぶ　
2月2日㈯14時～16時。我孫子北近セ
並木本館。「我孫子のやきもの」講師…
高間真さん（会員）。先着40人。300円

（会員無料）。 田口☎7183－4438
▼第1回「ニッコールクラブ東葛支部
写 真 展 」　2月5日 ㈫ ～9日 ㈯10時 ～
17時。かしわ市民美術サロン（柏市中
央公民館3階）。入場無料。 川上☎
7154－6812

〈市民伝言板のお申込み方法〉　このコーナーに掲載を希望する方は、広報掲載依頼書（市役所秘書広報課広報室・各行政サービスセンターに用意、市ホームページ
からダウンロードも可）に必要事項を記入し、掲載希望号の1か月前の前日までに広報室へ提出してください。掲載する内容はイベント名・日時・場所・内容・費用・
問い合わせ先などです。 秘書広報課広報室 ☎7185−1269　 7185−0127

やってみよう
会員・仲間募集

▼社交ダンスサークル「水曜会」　毎
週㈬18時15分～20時。アビスタ（ミ
ニホール）ほか。プロ講師が丁寧に指
導。多少踊れる方歓迎。入1000円、
月4000円。 柴田☎7184－6886
▼中高齢者向けストレッチ＆筋トレ　
毎週㈬・㈭ABIKOs。有資格者と共に
楽しく安全に、ストレッチで体をほぐ
し、楽々筋トレでしっかりした体を作
りましょう!月3500円。 鈴木☎080
－5684－6879
▼ニットサークルあみとも　毎月第2・
4㈬午前、我孫子北近セ並木本館。㈭
午前、アビスタほか。編みたいものや、
ヴォーグの基礎入門から講師資格取得
も可能。入2000円、月3000円。 ・

和知☎7179－7277

情報ひろば /市民伝言板
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