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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
◆認知症の方の家族のつどい「こほく」
日3月22日㈮13時30分～15時30分　
所保健センター3階小会議室　内認知
症についての介護方法や日ごろの悩み
などについて情報交換をしてみません
か　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
◆あびこ少年少女合唱団
　定期コンサート
日3月24日㈰①13時～13時30分②14
時～14時30分　所アビイクオーレ（イ
トーヨーカドー我孫子南口店エントラ
ンス）　内市内の小・中学生による合
唱コンサート「上を向いて歩こう」「あ
すという日が」ほか　費無料　 寺内
☎7188－7303
◆我孫子チャレンジショップ
日3月28日㈭～30日㈯10時～18時　所
アビイクオーレ（イトーヨーカドー我孫
子南口店エントランス）　内市民の起業
家による成果品の即売（手作りアクセ
サリー、輸入雑貨・子ども服、巾広皮
靴ほか）　 チャレンジショップ運営
委員会☎7179－6601 7179－6602

◆椿を愛でてティーパーティー
日3月30日㈯10時～15時（荒天中止）
所子の神緑地（寿2の23、緑方面から
ハケの道沿い旧村川別荘の100メート
ル手前に階段状の入口あり）　内お茶
を飲みながら椿の花を鑑賞、景観形成
市民会議の活動などに関するパネル展
示、手づくりマーマレードの試食、楽
器演奏　費無料　 景観形成市民会
議・太田☎7185－1094
◆109回 史跡文学散歩　楚人冠が親
　しんだ「利根運河」周辺を歩く
日3月31日㈰9時集合、正午ごろ現地
解散（小雨実施）　集合JR柏駅みどり
の窓口前　費非会員500円　講師越岡
禮子さん　 ・ 電話、ファクスで3
月28日㈭までに我孫子の文化を守る
会・越岡☎ 7184－2047
◆第15回　あびこ陶友会・障害者福祉
　センター・ふれあい陶芸講座　合同作陶展
日4月6日㈯10時～17時、7日㈰10時
～14時30分　所湖北地区公民館　内
作品展示、陶芸体験教室ほか　費無
料　 大島☎7188－4759
◆JORDAN会常磐線沿線男声合唱団
　連合会　第7回合同演奏会
日4月14日㈰14時開演（13時15分開
場）　所森のホール21（松戸市）　内漢
詩による五つの歌、ウェールズ国歌な
ど単独演奏のほか、8団体240人によ
る合同演奏（寺嶋陸也作曲・指揮）　
出演シャウティング フォックス、ア
ンサンブル・レオーネ、男声合唱団
フロイデ、取手男声合唱団など　費
980円（全席自由）※当日券あり　
ジョーダン会・木村☎7185－1699
◆新緑あびこんフリーマーケット
日4月27日㈯10時～15時（雨天順延）　
所あびこ農産物直売所あびこん　内フ
リーマーケット、プロが教える家庭菜

園、あびこエコ農業推進PRコーナー、
農家が育てた苗木・果物・加工品の販
売、できたてポップコーン無料配布、
移動販売（カレー、魚、焼き鳥、カフェ）
◎フリーマーケット出店者募集　対市
内在住、在勤、在学の個人および団体

（業者の方は不可）　対象商品子ども用
品（小学校低学年までの衣類・文具・本・
おもちゃ、雑貨）、ハンドメイド作品　
定20区画（１区画15㎡）※応募者多数
の場合は抽選　費1000円（中止の場
合は返金）※事前説明会は4月上旬　
申込方法ファクスまたはEメール。代
表者の住所氏名（団体名）、電話番号、
主な出店品目を明記。申込先 7128
－7771 abikochisanchisyokyo@
sky.plala.or.jp　締切日3月28日㈭　

あびこ型「地産地消」推進協議会事
務局☎7128－7770（㈪・㈫・㈭の9
時～17時）

講演・講座・教室
◆あびこ太極拳金曜教室
　4月から太極剣もスタート！
日毎週㈮13時～15時　所市民体育館
武道場（予定）　内①太極拳24式②太
極剣32式　費月2000円　持運動でき
る靴・飲み物　※剣の無い方はご相談
ください（貸出有）　 ・ 種山☎080
－5529－3420
◆いけばなこども教室
日4月20日㈯、5月11日㈯、6月22日㈯、
7月13日㈯、9月7日㈯、10月26日㈯、
12月7日㈯、平成26年1月18日㈯、2
月15日 ㈯・16日 ㈰10時 ～11時30分

（全10回）　所アビスタ（11月は市民プ
ラザで市民文化祭に参加）　対小・中
学生（男女問わず）　費1万円（花材ほ
か、全期分）　 ・ 往復ハガキに、

住所、氏名、電話番号、学校名、新学
年を明記し、4月6日㈯（必着）までに
〒270－1111古戸250の9我孫子華道
連盟・柴田香蒲☎ 7188－7092

募　集
◆総合型地域スポーツクラブ
　布佐健康クラブ会員
日毎月第1・3・5土曜日、第2・4日
曜日10～12時　所布佐南小体育館　
内簡単ヨガ、健康体操、ショートテニ
ス、グラウンドゴルフなどで楽しく汗
を流して地域交流しましょう　費年
2000円、体験100円　 濱本☎7189
－3168

お知らせ
◆定例教育委員会
日3月27日㈬13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3月21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3月19日㈫10時30分～11時30分　
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　 ・
電話、ファクス。住所、氏名、電話番
号を明示し、市民活動支援課☎7185
－1467 7185－5777　※説明会に
参加できない方も、体験申し込みは随
時受け付けています。
◆献血にご協力を

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

▼フラ無料体験レッスンアロハキッズ
フラ　3月16日㈯、23日㈯10時30分
～12時。天王台自治会館。ママと一
緒に楽しく踊ろう。 ポハカラカラニ
サノ・春日☎7184－6944
▼パンスターズ彗星を見よう　3月17
日㈰18時～20時手賀沼のはすの花が
見える場所に集合（曇天中止）。彗星
が見えない時は木星などの観望。無料。
予約不要。十分な防寒対策で。 東葛
星見隊・岸野☎080－5677－3354
▼千葉県立我孫子高等学校吹奏楽部第
21回定期演奏会　3月24日㈰13時30
分開演（13時開場）。けやきプラザふ

れあいホール。無料。 我孫子高校・
小笠原☎7182－5181
▼我孫子市の小・中学生によるジュニ
アクラリネットコンサート　3月24日
㈰17時30分開演（17時開場）。アビス
タミニホール（定員75人。満席になり
次第締切）。入場無料。 大竹☎7187
－7414
▼加遊画展（油彩）　3月27日㈬～31
日㈰9時～17時。けやきプラザ 第2
ギャラリー。平成24年度市民文化油
絵講座生による作品展示。無料。 篠
崎☎7184－5424
▼パソコン楽しみ隊市民ICT講座「ムー
ビーを作って楽しもう！」　3月29日㈮13
時30分～我孫子南近セ。簡単ムービー
メーカーの操作。先着12人。1500円
（資料込）。 ・ 桒田☎7184－7758

▼「花は咲く」春色いろ庭先セール　3
月30日㈯11時～14時。小雨催行。つ
くし野1号公園坂の上（つくし野1の
22の28）。売上の一部を北茨城市の被
災支援へ。 我孫子市消費者の会・海
津☎080－1164－0145
▼野点、ボーイスカウトの茶道体験
3月31日㈰10時～12時。湖北台中央
公園。親子でお茶とお菓子を満喫しな
がら、保護者に活動説明。5歳以上、
小学生保護者同伴50人。無料。 我
孫子第2団・荻野☎7188－8194
▼健康体操自

じ き ょ う じ ゅ つ

彊術無料体験　4月4日
あびこ市民プラザ、11日アビスタ。
いずれも㈭10時～11時30分。 菊川
☎7169－3698
▼デイヘルプパソコン講習会　4月6日
～毎週㈯（全10回）①10時～12時②13
時～15時。我孫子市社会福祉協議会
裏。50歳以上の初心者。パソコン持参。
7000円（10回分・教材費込）。 ・
木村☎090－4397－7528
▼女性のための心のケア講座　4月6日
㈯13時30分～15時30分。我孫子北近セ
並木本館。暴力・束縛は愛の深さ？ DV
加害者ってどんな人？。500円。 ・
グループ・ラパン☎090－1534－8905

〈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

▼東葛Tボール大会＆ゲーム　4月7日
㈰9時～15時。染谷ベースボールパー
ク（柏市泉）。止まっているボールを打
つ野球を楽しめます。無料。駐車場あ
り。 宇田☎080－6690－5539
▼心臓ペースメーカー勉強会　4月7
日㈰13時～16時。アミュゼ柏。講師
…渡邉寛

ゆたか

先生（取手北相馬保健医療セ
ンター医師会病院副院長）心臓ペース
メーカー装着者および予定者、家族対
象。1000円。 中田☎7182－3977
▼我孫子の文化を守る会  放談くらぶ
4月7日㈰14時～16時。アビスタ第5
学習室。「柳田國男パートⅡ」講師…戸
田七支（当会幹事）先着24人。300円（会
員無料）。　 田口☎7183－4438

やってみよう
会員・仲間募集

▼送迎の有償ボランティア　高齢者・
障がい者の外出を支援するため、運転
経験をいかし、自分の車で利用者を
送迎できる方。国土交通省登録済。
NPO我孫子ビークルサービス事務局
☎7182－1819
▼英会話サークル「エコー」　月2回㈪

情報ひろば /市民伝言板
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