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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
◆湖北台地区まちづくり協議会
　つるし飾りをつくりませんか？　
日2月8日㈮13時30分～16時　所湖北
台近隣センター・大会議室　定先着
25人　費200円（材料費）　持筆記用
具、ものさし、絹糸（白・黒・赤）、針、
はさみ、浴用タオル　 ・ 電話で2
月6日㈬までに中村☎7139－2846
◆我孫子市結婚相談所　お見合いパー
　ティー 婚活！ 出会いのチャンス！ 
日2月24日㈰16時～18時30分（受付15
時45分～）　所福祉ショップ＆軽喫茶
ぽぽら（けやきプラザ1階）　対男性43
歳～55歳、女性40歳～53歳　定男女
各10人（応募者多数時は抽選）　費1人
3000円※軽食とドリンク付  申込方法
電話かEメール　締切日2月8日㈮17時

（期限厳守）　 ・ 我孫子市社会福祉
協 議 会 ☎7184－1539 wedding@
abiko-shakyo.com
◆我孫子市長杯争奪囲碁大会
日2月11日㈷9時30分～10時受付　所
アビスタ　内段位・級位による5クラ
スのトーナメント戦（スイス方式）　
対市内在住・在学、囲碁連盟加入者　
費1000円（昼食、茶代含む）※中学生
以下は半額　 我孫子市囲碁連盟・川
村☎7187－1474
◆第69回 にっぽんの心を歌う会
　歌と踊り新春大会　
日2月11日㈷11時開演（10時30分開
場）　所けやきプラザ　入場無料（全席

自由）　内懐メロから最近の話題曲ま
でを歌い、踊る　出演にっぽんの心を
歌う会会員、我孫子市歌謡連合会有志、
一寿の会、あけぼの会、歌謡マジック　

阿部☎090－8081－7827
◆お見合いバスツアー
　筑波山神社 de 縁結び祈願　
日・所3月9日㈯8時10分我孫子駅北口
集合　内筑波山神社～昼食～キリンビ
アパーク　対・定42歳までの独身の男
女各20人（応募多数時抽選）　費男性
5500円、女性5000円　 ・ 2月14
日㈭17時までに電話、Eメールで我孫
子市社会福祉協議会☎7184－1539
wedding@abiko-shakyo.com
◆布佐南地区まちづくり協議会
　うたごえ喫茶 in FUSA　
日2月16日㈯13時30分～16時　所布
佐南近隣センター　定先着70人　費
500円（飲み物・茶菓子付き）　 ・
2月12日㈫までに費用を添えて布佐南
近隣センター窓口☎7189－3740
◆スポーツフェスタ
　～スポーツを楽しもう！～
◎根戸小会場　日2月23日㈯13時30
分～16時※雨天時は体育館・あびっ
子ルームのみ　種目ゆうゆうボール、
グラウンドゴルフ、ミニバレー、バド
ミントンほか　◎第三小会場　日2月
23日㈯10時～14時30分　※雨天時は
体育館のみ　種目キックターゲット、
ティーボール、ショートテニス、卓球、
ミニバレーほか（種目ごとの開催時間
有）　〈両会場共通〉参加費1人20円（保
険代・当日徴収）※申し込み不要　
文化・スポーツ課☎7185－1604
◆布佐南地区まちづくり協議会
　そば打ち講習会
日2月24日㈰9時30分～　定先着20人
費1000円　所・ ・ 現金を添えて
布佐南近隣センター☎7189－3740

講演・講座・教室
◆楽第5回 World Cooking 2012ロシア
日2月23日㈯ 10時～14時まで（予定）
内ビーフストロガノフ、ロシアサラダ

講師小沢マリアテレサさん　定20人
（応募多数の場合、抽選）　費800円（材
料費込）　持エプロン、三角巾、ふき
ん、持ち帰り用容器  申込方法住所、
氏
ふ り が な

名、年齢、性別、電話番号を明記し、
窓口かハガキ、ファクス、Eメール。
〒270－1122中里81の3　所・ 2月
12日㈫必着で湖北地区公民館 7188
－7720 kohoku.k@chiba.email.
ne.jp☎7188－4433
◆ACOBA Lady’s パソコン講座
日2月14日㈭10時～12時　所けやき
プラザ工作室　内カレンダーと住所録
の作成　対女性、パソコン持参　定先
着10人　費1000円（別途テキスト代
300円）  申込方法2月13日㈬必着で電
話・ファクス。 NPO法人ACOBA
☎7181－9701 7185－2241
◆平成24年度 成年後見制度研修会　
日2月24日㈰13時20分～16時30分　  
所千葉市生涯学習センター　定先着
300人　費500円（資料代）　申込方法
2月14日㈭必着で申込書をファクス・
Eメール　申込書配布場所各社会福祉
協議会、各市町村など。 ・ 〒260
－8508千葉市中央区千葉港4の3千葉
県社会福祉協議会後見支援センター☎
043－204－6012 043－204－6013

smile@chibakenshakyo.com
◆春休みジュニアスキー教室
日3月28日㈭20時出発～31日㈰19時
帰着予定　所蔵王温泉スキー場　対・
定小学3年生～、中学生およびその保
護者先着40人　費3万9000円（中学生
3万1000円、小学生2万8000円）（リ
フト券・昼食・レンタル代別）　 ・
ハガキに住所、氏名、性別、学年、生
年月日、電話番号、保護者名を明記し、
2月15日㈮必着で〒270－1152寿1の
3の28渡辺忍☎090－5348－3033
◆手造り味噌仕込み教室　
日2月16日㈯ 第1回11時～、第2回13
時30分～ ※荒天時順延　所あびこ農
産物直売所あびこん　定先着10組各
回5組ずつ　費材料一式（樽込み仕上
がり6kg）3000円　持エプロン、三角
巾、ふきん　 ・ あびこ型「地産地

消」推進協議会☎7128－7770（月・火・
木曜日の9時～17時）
◆歴史講演会
日2月17日㈰14時～16時（13時受付）
所アビスタホール　内講演「水戸街道
と我孫子宿」　講師吉田俊

と し ず み

純さん（筑
波学院大学教授）　定当日先着120人

（予約不要）　費500円（中・高校生、
市史研会員は無料）　 岡本☎7149－
6404、関口☎7184－5935
◆我孫子北まちづくり協議会講演会　
　「写真で見る昭和…変革の時代をみつめる」
日2月23日㈯13時30分～15時30分　
講師川

か わ か み

上千
ち さ と

里さん　定先着120人　費
無料　所・ 我孫子北近隣センター
並木本館☎7157－4517
◆卓球連盟主催 卓球講習会
日3月16日㈯　所市民体育館　種目
ジュニアの部（中学生以下）9時30分～
12時30分（9時受付）、一般の部（硬式
およびラージボール）13時30分～16
時30分（13時受付）　対市内在住、在
学、在勤、卓球連盟会員　費卓球連盟
会員および高校生500円、中学生以下
200円、上記以外2000円　 ・ ハ
ガキに種目、団体名、郵便番号、住所、
氏名、電話番号を明記し、3月1日㈮
必着で〒270－1154白山2の8の28中
村明彦☎7182－2701

募　集
◆子ども相談員
任期4月1日～平成26年3月31日　勤務
日時平日の週3日9時～17時　勤務場
所子ども相談課  対自動車を運転でき、
子どもの問題に係わる相談・支援に熱意
を有する方で次のいずれかに該当する
方①看護職、社会福祉士、精神保健福
祉士、保育士などの有資格者②大学で児
童福祉・社会福祉・児童学・心理学など
を専修する学科を卒業し、2年以上児童
福祉業務に従事した方  定1人  報酬時給
1420円（通勤手当あり）　選考方法書類
審査、面接（3月6日㈬予定）　申込方法
履歴書（写真貼

ち ょ う ふ

付）、資格証明書の写し
と「子育てに悩む親への支援について思

たのしもう
講演・催し

▼初心者のための社交ダンス講習会　
やってみたかった社交ダンスを初歩か
ら楽しく♪　2月3日㈰・17日㈰アビ
スタ。24日㈰布佐南近セ。9時30分
～10時30分。2000円。 ハッピーフ
レンズ・鳥居☎090－8004－3166
▼スウェーデンセミナー　2月3日㈰13
時～17時。けやきプラザ10階会議室。

日本は経済大国なのになぜ生活大国に
なれないかを考える。500円（資料代）。

スウェーデン社会を研究する会・上
原☎7184－5322
▼社交ダンススロー講習会　2月3日㈰
13時30分から。布施近セ。中級以上の方、
ローテーションスウェーを練習します。
1回500円。 大塚☎7183－8116
▼手賀沼ウオーキング教室　2月9日、
3月9日。毎月第2㈯。9時30分～13時
15分。アビスタ横東屋受付。300円（資
料・保険代）。5～6㎞。 千葉県ウオー

キング協会・須藤☎7184－6204
▼バレンタインコンサート　2月10日㈰
13時～14時。アビスタミニホール。誰
でも楽しめる！ジブリ、懐かしの名曲
をジャズピアノで！ 演栗山梢。入場料
500円。 Clovers Network☎090－
6006－3479
▼第10回 歌謡文化フェスティバル　
2月11日㈷10時開演。湖北地区公民
館。懐かしい曲から最新曲の歌を楽し
む。無料。 我孫子市歌謡文化同好
会「虹」・岩鼻☎7183－1934
▼NPO法人老いじたくあんしんねっと
セミナー「遺言書の作成」　2月16日㈯
10時～12時。我孫子南近セ。財産と
家族を守るために。要予約。先着30人。
500円。 伊藤☎7169－4165
▼手作り味噌講習会　2月16日㈯13時
30分。我孫子南近セ。味噌作り仕込
みの実演。先着25人。200円。エプ

〈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

ロン、筆記用具持参。 我孫子生活
センター・早川☎7183－7288
▼布佐台幼稚園ミュージックステップ
コンサート　2月16日㈯13時30分～
16時（13時15分開場）。柏市民文化会
館。園児による合奏と合唱をお楽しみ
ください。入場無料。 布佐台幼稚
園☎7189－0231
▼気功、身心健康セミナー　2月17日
㈰13時受付。近セこもれび。「より快
適に楽しく生活するために」講師…月
辰会整骨院院長。先着30人（要予約）。
300円（資料代）。 ・ 2月15日㈮ま
でに山中☎7183－6459
▼NPO千葉県成年後見支援センター
無料相談会　2月18日㈪13時30分～
16時。天王台北近セ。認知症や知的
障害など判断能力が不十分な方の財産
管理や身上監護でお困りの方。 佐
藤☎7181－5132

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
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