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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
◆あびこ農産物直売所あびこん
　ひなまつりイベント
日3月3日㈰10時～14時（荒天中止）　
内ポン菓子機でひなあられつくり・無
料配布、甘酒の販売、セルフいそべ焼、
果物などのテント販売、農家の手作り
加工品の販売　所・ あびこ農産物直
売所あびこん☎7108－3171
◆ふさの風まちづくり協議会
　「スプリングチャリティーコンサート」
　～６つの楽しい楽器たちの音楽会～
日3月3日㈰14時～（13時30分開場）　
内オリーブ（トーンチャイム）、にこ二
胡（二胡）、森の音（コカリナ）、ト・レ・
ミ（ハーモニカ）、アラウダ（オカリナ）、
チャオ・マンドリーノ（マンドリン）　
定当日先着100人　費無料（ひなあら
れプレゼント）　所・ 近隣センター
ふさの風☎7181－6211
◆“公民共創”のコミュニティづくり
日3月4日㈪10時～11時30分　所アビ
スタ・ホール　内公と民は「新しい公
共」、地域コミュニティづくりにどう
取り組むべきか　講師…井上繁さん

（関東都市学会・会長、常磐大学教授）　
定当日先着50人　費無料　 我孫子
市市民活動サポート委員会・多田☎
7182－5234 QZE05217@nifty.com
◆作って食べよう！ 春の松花堂弁当

日3月19日㈫10時～14時　所近隣セ
ンターこもれび・調理室　定先着15
人（要申込）　費1000円　持エプロン、
三角巾、ふきん2枚　 ・ NPO法人
食の会あびこ・林☎ 7186－5510（3
月1日㈮～4日㈪10時～14時）
◆第5回 SAD & CA千葉地域フォーラム
 　「コミュニティアーキテクトの実践と
　可能性」
日3月8日 ㈮15時30分 ～18時30分　
所日本大学生産工学部津田沼キャン
パス　定先着150人　費1000円（学生
500円）　 日本大学・北野☎047－
474－2489 kitano.koki@nihon-u.
ac.jp
◆3.11鎮魂竹宵の集い
日①3月9日㈯11時～20時、②3月10
日㈰14時30分～20時、③3月11日㈪
14時30分～15時30分鎮魂の祈り・点
鐘・コーラス、18時～20時竹灯篭　
所あびこショッピングプラザ ガーデ
ンコート　内東日本大震災の鎮魂のた
めの竹宵の集いと、募金運動　 米澤
☎090－6503－2084
◆我孫子市茶道連盟　茶会
日3月10日㈰10時～15時　所アビス
タ・和室　費二席1000円（申込不要、
当日会場へ）　席主…藤城宗華さん（表
千家）、村上宗展さん（裏千家）　 小
野☎7182－6161
◆きもの着てみませんか
日3月30日㈯①10時15分～12時15分
②13時30分～15時30分　所あびこ市
民プラザ・和室　内①男物の着物の着
方、角帯の結び方（兵子帯）※見学可②
自分で着る方法、お太鼓、二重太鼓
の結び方　定各15人　費500円（当日
会場で）　持①男性足袋、タオル2枚、
下着、長じゅばん、着物、角帯〈兵子
帯〉、腰ひも2本、②女性足袋、下着、
長じゅばん、着物、帯〈名古屋帯、袋
帯〉、帯締め、帯揚げ、タオル2枚、腰
ひも2本またはコーリンベルト、伊達
締め　 ・ 電話で3月15日㈮までに

我孫子きもの教育協会・川嶋☎7182
－9201
◆第36回 司法書士市民公開講座
　「知っトク！納得！身近な法律」
日3月16日㈯13時～16時　所千葉市民
会館　内①公演「ボケてても、好きな
人」…司法書士劇団リーガル☆スター
②ロザンの法律トークショー＆クイズ
大会　定当日先着1000人（無料）　
千葉司法書士会☎043－246－2666
◆我孫子北まちづくり協議会
　ストレッチ体操体験会
日3月19日㈫13時30分～15時30分　
内簡単な体操（肩こり・腰痛・疲労軽
減）　講師…鈴木さん、辰巳さん（い
ずれも千葉県健康生活コーディネー
ター）　定先着30人　費無料　持上履
き（スリッパ不可・運動靴）、タオル、
飲物　所・ 我孫子北近隣センター並
木本館☎7157－4517（3月7日㈭10時
～申し込み受付）
◆スロヴェニア共和国　混声合唱団
　イヴァン・ツァンカルとの交歓演奏会
日4月9日㈫14時開演（13時30分開場）
所けやきプラザ　内美しきスロヴェニ
ア、小さい秋見つけたほか　出演…イ
ヴァン・ツァンカル、アンサンブル・レ
オーネ、回転木馬、コール ヴォンネ、
Coro Tutti、シャウティング フォックス、

「響」、布佐ポピーズ、ラ・ポム　定先着
200人　費無料（入場券の配布は3月2
日㈯からアビシルベ☎7100－0014）　

「響」・稲葉☎7185－2053、文化・ス
ポーツ課☎7185－1601

講演・講座・教室
◆あびこ三小健康クラブ体験会
日3月2日㈯9時30分～12時（9時10分
受付）　所我孫子第三小学校体育館　
内健康体操、スピードボール、ショート
テニス、グラウンドゴルフなど　対高校
生以上　費無料　持シューズ（屋内・屋
外）、タオル、飲み物、運動できる服装　

越前☎7184－7635
◆普通救命講習Ⅰ開催のご案内
日3月16日㈯9時～12時　内成人に対
する心肺蘇生法とＡＥＤ（自動対外式
除細動器）の使い方など（講習終了後に
適正と認められた方には、修了証を交
付）　所・対・定市内在住・在勤・在
学の方、先着30人　費無料　 ・
窓口、電話で消防本部警防課☎7181
－7701
◆ピヨピヨ親子ショートテニス教室
　はるやすみスペシャル
日3月20日㈷ ①10時30分 ～12時（10
時受付）②14時～15時30分（13時30
分受付）　所吉田記念テニス研修セン
ター（柏市花野井）　対テニスをしたこ
とのない幼児・小学生とその父母（祖
父母もOK）　定各先着80組　費親子
1組500円（税込）　 ・ 電話で㈶吉
田記念テニス研修センター☎7134－
3030（3月1日㈮午前9時受付）
◆我孫子市なぎなた連盟
　春休み体験教室
日3月23日㈯ 9時30分 ～11時30分　
所アビスタ・大ホール　内「なぎなた」
の基礎・実技（動きやすい服装、素足
で行います）　対6～18歳※見学可　
費無料　 ・ 電話、ファクス。氏名・
電話番号・学年を明示し、事務局・中
村☎ 7183－3566
◆「正しいウオーキング教室」
　お話と体験
日3月24日㈰9時30分～正午　所市民
体育館・利根川ゆうゆう公園（雨天時、
市民体育館）　講師須藤順子さん（日本
ウオーキング協会主任指導員）　対市
内在住の方、先着30人　費500円　持
歩きやすい服装、帽子、タオル、飲み
物、（雨天時は室内靴）　 ・ ハガキ。
住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、
〒270－1111古戸696市民体育館（3
月21日㈭必着）☎7137－9030
◆「女性のためのバドミントン
　初心者教室」

たのしもう
講演・催し

▼エンジョイ楽々ジャズダンス（中級）
3月、4月の㈫18時30分～21時、アビ
スタ。㈭10時～12時、天王台スタジオ。
ストレッチとダンス。1回1500円、無
料体験可。 NPO法人わごころ・鴨
田☎ 7186－5665
▼スマフィット（健康体操）無料体験会
3月7日㈭14時30分～16時。我孫子北
近セ並木本館。ストレッチや脳力向上
エクササイズ。先着10人。 NPO法
人スマイルクラブ☎7169－4183

▼竹花宗劫茶陶展　3月7日㈭～16日
㈯。無料。NHK文化センター柏　陶芸・
茶道・茶花教室講師。抹茶碗、水指、
花器、茶陶、皿、器展示。所・ ギャ
ラリー芙蓉☎7106－1369
▼「親子で英語であそぼう」　3月8日
㈮15日 ㈮ い ず れ も10時30分 ～。 そ
らいろのいえ（高野山）。2～4歳児と
保護者。無料。 ・ 村田☎7133－
9567、090－2560－8402
▼関東甲信越競技ダンス千葉県大会　
3月10日㈰9時30分～。中央学院大学。
競技ダンスを間近で見てみませんか? 
無料。 ハチヤダンスアカデミー☎
7182－4902

▼ボーイスカウトの遊び10連発　3月
10日㈰10時～12時。湖北台近セ。ロー
プ等使用した遊び。5歳以上～小学生
保護者同伴20人。 我孫子第2団・荻
野☎7188－8194
▼平成会 第212回 3月定例会公開美
術講演会　3月14日㈭13時30分～。ア
ビスタ。「中川一政・人と作品」。日本
洋画壇重鎮、文化勲章受章者のお話。
講師…定塚順和さん（会員）。先着48
人。無料。 事務局☎7187－2934
▼モンシュシュ ほっと・ひとときコン
サート　3月20日㈷13時30分開演。け
やきプラザ。慕情、夜のタンゴほか。
500円。 砂川☎090－3046－0317
▼第18回ぐるーぷ彩展（油・水彩画展）
3月23日㈯ ～29日㈮10時 ～17時（ 初
日13時～、最終日15時まで）。さわや
かちば県民プラザ。無料。 塚田☎
7144－3078
▼宝生流謡曲発表会　3月24日㈰13
時30分～。アビスタ。市民文化講座
生による発表会「鶴亀」ほか6曲。無料。

〈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

手賀宝生会・津田☎7183－6180
▼花咲くコンサート　3月29日㈮13時
開演（12時30分開場）。けやきプラザ。
シャンソン、カンツォーネ発表会。無
料。 マロニエの会・いずみ☎090－
4717－0586
▼居合体験教室　4月7日㈰18時～20
時。一小体育館。無料。居合の基本と
試し斬りを体験しませんか?　 貝塚
☎080－1207－0096
▼勇気づけのコミュニケーション講座

（全7回）中央学院大学春季オープンカ
レッジ　5月9日より毎週㈭12時50分
～14時20分。同大学教室。7000円。
再受講歓迎。 同大学☎7183－6529

やってみよう
会員・仲間募集

▼和太鼓「鼓作」　練習毎週㈰。湖北
台近セほか。無料体験有。初心者歓迎、
老若男女、子ども（年長～）。各施設、
地域イベントに出演。月2000円（学割、

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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