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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
◆我孫子吹奏楽団
　第24回 定期演奏会
日2月24日㈰14時開演（13時30分開場）
所けやきプラザふれあいホール（全席
自由）　内序曲「1812年」（チャイコフ
スキー）、エル・カミーノ・レアル（リー
ド）、ジブリ音楽ほか。指揮者…近藤
裕明さん　費700円（中・高校生400円、
小学生以下無料）　チケット販売・ 中
村☎080－3472－8420
◆湖北台地区まちづくり協議会
　湖北台ひな祭りロビーコンサート
日3月2日 ㈯13時30分 ～14時30分　
内雛飾りとつるし飾りを背景にピア
ノ、クラリネット、歌で春を奏でます。
費無料　所・ 湖北台近隣センター
☎7187－1122
◆昭和ルネッサンスライブinあびこ
日3月2日㈯14時開演（13時30分開場）
所湖北地区公民館　内霧島曻・松原操
の三女、二代目松原操による童謡から
歌謡曲までの懐メロコンサート。東京
行進曲、お祭りマンボほか。出演…二
代目松原操さん、浦富美さん（歌）、長
谷川幹人さん（エレクトーン）、URA
コーラスグループ　費2000円（全席
自由）　 ・ あびこファミリーコン
サート・浦富美☎7184－4572
◆婚活パーティ
日3月2日㈯18時30分～20時30分（受
付18時15分～）　所我孫子南近隣セン

ター8階和室　対・定50歳以上、男女
各10人　費男性4000円、女性2000円
申込方法2月27日㈬までに電話、ファ
クス、Eメールで氏名、性別、年齢、
連絡先を明示　 ・ NPO法人婚活
支援センターハッピーサイズ・谷津☎
7184－1909、090－5512－6638
7184－1986 happysiz@taupe.plala.
or.jp
◆布佐地区「社協まつり」
日3月3日㈰10時～15時　所布佐南近
隣センター　内健康コーナー、発表（フ
ラダンス、ハンドベル演奏、よさこい
ソーラン、津軽三味線ほか）、子ども
コーナー、福祉施設物品販売、餅つき
など　 布佐地区社会福祉協議会☎
7189－2119
◆我孫子市歌謡連合会
　第26回 歌謡曲発表会
日3月3日㈰10時30分開演（10時開場）
所けやきプラザふれあいホール　内歌
謡曲の発表、和太鼓演奏、プロ歌手出
演など。費無料　 我孫子市歌謡連合
会・川上☎7182－3292

講演・講座・教室
◆生き活きライフシンポジウム
日2月24日㈰14時～17時　所あびこ
市民プラザ・ホール　内地域の人のち
から、経験、知識をつなげて生き活き
した暮らしが始まる。その秘訣は？　
費300円（申込者に図書券等提供）　 ・

NPO法人ACOBA☎7181－9701
◆我孫子南まちづくり協議会
　イクメン講座　父と子の料理教室
日3月3日㈰10時～14時　 内ナンと
ヨーグルト飲料「ラッシー」を作り、
ブンカドー特製カレーを添えてインド
風ランチを楽しみます。講師…秋山紀
夫さん、秋山雅子さん（ブンカドー）　
対3歳以上のお子さんと男性保護者。
先着8組（要申込）　費1組1000円。子
ども2人目から300円。持エプロン、
三角巾、布巾　所・ ・ 我孫子南近
隣センター☎7181－1011

募　集
◆放課後対策事業スタッフ
　アシスタント（臨時職員）
任期3月25日㈪～4月末　勤務時間7時
45分～19時で必要な時間　内家庭で
の保育が困難な児童の生活および余暇
指導など。所市内のあびっ子クラブ・
学童保育室　対18歳以上で意欲のある
健康な方　賃金時給880円（通勤手当
あり）　 ・ 本人持参。履歴書（写真
貼
ちょう

付
ふ

）に必要事項を明記し、子ども支
援課・内線449※提出書類は返却しま
せん
◆教育研究所嘱託職員
任期4月1日～平成26年3月31日（更新
あり）　勤務日時・場所平日8時30分
～17時、教育研究所　内①保護者や
児童・生徒、関係機関からの教育相談
②市内小・中学校教職員への助言　
対・定教員免許または心理学隣接諸領
域の資格を所持し、自動車の運転がで
き、教育相談活動または教職経験があ
る方、1人　報酬時給1420円（通勤手
当あり）　選考方法一次…書類審査、
二次…面接および試験　申込方法2月
28日㈭17時までに履歴書（写真貼

ち ょ う ふ

付）、
資格証の写しを郵送または持参　 〒
270－1132湖北台4の3の1教育研究
所☎7187－4600
◆助産師
勤務場所保健センター　内新生児（乳
児）・妊産婦の訪問業務ほか　勤務期
間・時間随時　対・定助産師免許およ
び運転免許証を持つ方、若干名　委託
料新生児、乳児、妊婦、産婦訪問１
件につき2000円　※詳しくは健康づ
くり支援課（保健センター）☎7185－
1126
◆「脳の健康教室」学習サポーター
期間4月～　日・所毎週木曜日①9時
30分～12時30分、西部福祉センター
②14時～15時、布佐地区社会福祉協
議会（ふさの風内）　内高齢者の方が行
う物忘れ教室の学習補助（問題準備、

添削など）　定若干名　謝礼1回1000
円　 ・ 3月15日㈮までに我孫子市
社会福祉協議会・渡部☎7184－1539
◆平成25年度
　内閣府青年国際交流事業参加者
募集期間3月15日㈮まで　内①国際青
年育成交流②日中・日韓青年親善交流
③東南アジア青年の船④青年社会活動
コアリーダー育成プログラム※詳しく
はホームページ、募集要領参照　 千
葉県庁県民生活課子ども・若者育成
支 援 室 ☎043－223－2288 043－
201－2613
◆自衛隊幹部候補生
　（飛行要員および音楽要員含む）
入隊平成26年3月下旬～4月上旬　コー
ス一般・歯科・薬剤科　締切日4月26
日㈮必着　※採用予定数、応募資格な
どは防衛省自衛隊ホームページに掲
載　 自衛隊千葉地方協力本部柏募集
案内所☎7163－6884

お知らせ
◆定例教育委員会
日2月26日㈫14時30分予定（議案内容
により変更あり）　所水道局4階会議
室　内2月20日㈬以降にお問い合わせ
ください。傍聴される方は、開催予定
時間前に傍聴者名簿に必要事項を記入
し、担当の指示に従って入室してくだ
さい。 教育委員会総務課☎7185－
1110
◆地域活動インターンシップ説明会
日2月20日㈬14時～15時　所あびこ市
民活動ステーション（けやきプラザ10
階）　内体験方法の説明、受入団体（約60
の団体・施設）の紹介など　定先着10
人　費無料 　※体験申し込みは随時受
け付け　 ・ 市民活動支援課☎7185
－1467 7185－5777（ファクスの場
合は住所、氏名、電話番号を明示）
◆2013Enjoy手賀沼！（5月12日㈰
　手賀沼親水広場で開催）参加説明会
　Enjoy手賀沼！は、手賀沼浄化と手
賀沼を生かしたまちづくりを目的と

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

▼ワンコイン500円で外国人講師と
英会話　2月20日㈬・22日㈮9時40分
～。けやきプラザ8階。初心者・中高
年の方もどうぞ！ 500円体験は1回の
み。キッズクラスも有り　 プリズム
英会話☎090－5498－0715
▼㈳我孫子市青年会議所例会　2月24

日㈰14時30分～16時（14時受付）。我
孫子南近セ。講演「日本の領土問題～
今、そこで起きている危機～」…小嶋
吉浩さん。先着70人。 高木☎090
－4543－5110
▼チャリティーバザー　2月24日㈰10
時～。ラ・プリメーラ（南新木）。衣類、
小物、手作りパン、水餃子、乾芋など販
売します。 小沢☎090－7262－5567
▼本格イタリア料理教室　3月2日㈯・
17日㈰11時。アビスタ調理室。ミラ

ノ風オッソブーコ グレモラータ風味
＆手打ちパスタ作りの基本。家庭で簡
単に作る方法教えます。20人。2500
円。 栗山☎090－6006－3479
▼講演会「今後の中小企業のあり方～
激動する日本経済を読む～」　3月21
日㈭17時～18時30分。三井ガーデン
ホテル柏。講師…森永卓郎。先着200
人。当日1000円。 ・ ㈳柏法人会
☎7163－3393
▼メディカルアロマでインフルエンザ
予防・免疫力UP!　2月25日㈪～月2
回（全6回）。アビスタ。1500円。
アロマセラピーを楽しむ会・森俊子☎
090－6173－1240

やってみよう
会員・仲間募集

▼あびこみるみる会　定例会毎月19

〈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

日10時～昼まで。けやきプラザ・近セ。
防災教室などの活動や情報交換。幼稚
園、小学校実施済。中学・高校予定。

同会☎7115－1935
▼グラウンド・ゴルフ　毎週㈬湖北台
中央公園、㈭㈮布佐下多目的広場。9
時～12時。健康、仲間づくりに。見学、
体験随時。入2000円、年4000円。
川村☎7189－5177
▼社交ダンスサークルすみれ会　毎週
㈮18時30分～。近セこもれびほか。
パーティで楽しく踊れるようレッスン
してみませんか（モダン・ラテン）。多
少踊れる男性の方大歓迎。体験有。月
3000円。 鶴巻☎090－8044－4009
▼奥の細道勉強会　毎月第2㈯13時～
15時。布佐図書館。月1300円。年2
回バスなどにて、芭蕉の跡をたどるツ
アーあり（別途費用）。詳しくは電話に
て。 丸石☎7184－3729
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