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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桜まつり
日4月1日㈰10時～14時（荒天中止）　
内地元農家のお餅・いそべ焼・野菜鍋・
果物・農家の手作り加工品などの販
売　※天候などにより内容を変更・中
止する場合あり　所・ あびこ農産物
直売所あびこん☎7108－3171
◆舞踊と民謡の合同発表会
日4月8日㈰11時開演（開場10時30分）
所けやきプラザ（入場無料・全席自由）
内古典・新舞踊、郷土民謡など。出演
…我孫子市舞踊連盟および我孫子市民
謡連合会の会員　 我孫子市舞踊連
盟・渡辺☎7182－5855
◆ねんりんピック宮城・仙台2012

健康マージャン千葉県代表選考会地区大会
日4月15日㈰12時　所麻雀S

ス テ ィ ン グ

TING（我
孫子1の11の9金井ビル3階）　対60歳
以上の方、先着24人　費2500円　締
切日4月13日㈮　 ・ 電話。住所、
氏名、年齢、性別、電話番号を明示し、
麻雀S

ス テ ィ ン グ

TING・佐藤☎7186－0400
◆我孫子市バドミントン連盟　
　第39回春季大会（ダブルス）
日4月22日㈰8時40分受付　所市民体
育館　種目男子ダブルス・女子ダブル
ス各1・2・3部　対男女とも1・2部はオー
プン、3部は市内在住・在勤・在学・連

盟会員で1・2部以外の方　費1組2600
円（小・中・高生1200円）、連盟会員
1600円（会員小・中・高生1000円）　
締切日4月12日㈭必着　 ・ ハガキ。
大会名、2人分の住所、氏

ふ り

名
が な

、性別、電
話番号、所属クラブ（市外の方は市町
村名、学生の方は学校名）、参加種目を
明記し、〒270－1165並木6の8の6の
703佐々木吉人☎7183－2306
楽谷津の自然観察会「春をつげる草花」
日4月28日㈯9時30分JR東我孫子駅南
口広場集合、12時現地解散予定（荒天
中止）　所岡発戸・都部の谷津　内自
然豊かな谷津で春を満喫しませんか。
案内人…染

そ め や み ち お

谷迪夫さん（自然観察指導
員） 対先着25人　費無料　※動きや
すい服装で、ルーペ（虫眼鏡）があれ
ば持参　 ・ 電話で谷津ミュージア
ムの会事務局（手賀沼課内）・内線465

講演・講座・教室
◆中央学院高等学校市民講座
◎バドミントン講習会　日4月13日㈮、
27日㈮、5月11日㈮、25日㈮19時～
20時30分　◎剣道合同稽古会　日4月
20日㈮、5月18日㈮18時～19時30分
◎クッキング教室　日5月12日㈯9時
30分～12時　締切日いずれも実施日
の3日前まで　所・ ・ 中央学院高
等学校☎7188－1101
◆スマイルウエルネスカレッジ　
　特別セミナー
日4月15日㈰10時～12時　所けやきプ
ラザ　内認知機能と運動の最新情報や
脳の若返りに良いとされている『スク
エアステップエクササイズ』体験会　
対市内在住の方、先着50人　費500
円　締切日4月10日㈫必着　 ・ 電
話、ファクス、EメールでNPO法人ス
マイルクラブ・大浜☎7169－4183
7169－3303 smile-c@jcom.home.
ne.jp

◆ごっこひろば（子育てサロン）
日・所4月15日、5月20日近隣センター
ふさの風いずれも㈰10時～11時30分
内季節の遊び、大きなホールでボール
遊びなど　対未就学児と保護者　持お
子さんの飲み物　主催我孫子市民生委
員児童委員協議会・児童部会　 我
孫子市社会福祉協議会☎7184－1539
◆我孫子市美術家協会　一日絵画教室
日①4月21日㈯13時30分～15時30分、
②4月21日㈯15時45分～17時45分、
③4月22日 ㈰11時 ～12時、 ④4月22
日㈰13時～15時　所あびこ市民プラ
ザ　内①楽しいはがき絵　講師…近藤
恵美さん、②水彩グワッシュの透明・
不透明の面白さ　講師…山田きんしん
さん、③水彩画の描き方、ポイント、
水彩絵の具について　講師…大野録さ
ん、④鉛筆デッサンの魅力　講師…田
崎末満さん　対①10人、②③④各36
人　費①300円（材料費・はがき込）、
②③④無料　持紙、メモ帳、鉛筆　締
切日4月15日㈰必着　 ・ 往復ハガ
キ。住所・氏名・電話番号、希望講座・
講師名を明記し郵送、〒270－1142泉
17の27山田きんしん☎7184－1230
◆マンション管理セミナー・交流会
日4月22日㈰13時～16時30分　所市
役所分館大会議室　内セミナー「これ
からの管理組合・管理会社・管理員」「標
準管理規約に関する最近の動向」、交
流会…管理組合の運営に関する問題等
についての意見交換と、マンション管
理士の支援・助言　対市内マンション
の管理組合、管理者、居住者、先着30
人　費無料　 ・ 電話で千葉県マン
ション管理士会 ☎043－244－9091

（土・日曜を除く10時～17時）
◆甲種防火管理新規講習
日①4月23日㈪・24日㈫、②4月26日
㈭・27日㈮　所我孫子南近隣センター

（けやきプラザ内）　定各回先着80人
費6000円　申込日①4月2日㈪・3日

㈫、②4月4日㈬・5日㈭　 申込用紙（㈶
日本防火協会ホームページ、各消防署
に用意）に必要事項を明記し、千葉県
消防設備協会（千葉市中央区仁戸名町
666の2）にファクス、または持参　
㈳千葉県消防設備協会☎043－268－
6033 、 043－268－7129、我孫子
市消防本部予防課☎7181－7702 　
※スリッパなどの上履きと下足入れ

（ビニール袋など）をご持参ください。
◆危険物取扱者試験および受験者講習会
①危険物取扱者試験　試験日6月3日
㈰　所日本大学生産工学部津田沼校
舎（習志野市）　受験料甲種5000円、
乙種3400円、丙種2700円　②危険物
取扱者講習会（希望者のみ）　日4月27
日㈮　所柏商工会議所　費3500円（テ
キスト代別途）　 願書（各消防署・分
署に用意）に必要事項を明記し、4月2
日㈪～10日㈫までに、消防試験研究セ
ンター千葉県支部へ郵送　 消防本
部予防課☎7181－7702

募　集
◆第15回 さわやかな環境づくり賞　
　表彰候補者
対日常的にポイ捨てごみの回収などの
清掃活動や、資源のリサイクル活動の
推進など5年以上活動している方　表
彰選考後、5月の「さわやか環境月間」
に表彰　締切日4月13日㈮消印有効　

・ ハガキ。推薦する個人・団体
名、活動内容、推薦者の住所、氏名、
電話番号を明記し、〒270－1121中
峠2264クリーンセンター☎7187－
0015
◆介護相談員
勤務期間6月1日～平成26年3月31日
まで（更新あり）　所高齢者支援課　内
介護サービス利用者の相談を受けた
り、事業者と意見交換を行う　対市内
在住で、介護相談に熱意を持った方、

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

▼楊式太極拳クラブ無料講習会　
4月8日㈰9時30分～11時。高野山小
学校。靴持参。※運動のできる服装
で。 ・ 電話で4月7日までに藤田
☎7182－6247
▼ストレッチ・ヨーガ無料体験　4月
13日㈮13時20分～14時40分、16日㈪
10時～11時20分、我孫子北近セ（並木
本館）。肩こり、不眠症・冷え症・心と
体をリフレッシュ。 小林☎090－29
09－2320
▼異文化を学ぶ会講演会　4月14日㈯

14時～16時。けやきプラザ8階第1会
議室。「PKO派遣の南スーダンと激動
の中東を旅して」、高康治さん（世界の
人形館館長）。先着40人。300円。
伊藤☎7183－4201
▼楽しいダンスパーティー♪　4月14
日㈯・28日㈯13時45分 ～16時30分、
あびこ市民プラザ。ウインナーワルツ
の講習あり。500円。主催フレンドリィ。

渡辺☎7184－4897
▼レクチャーコンサート「ファゴット！
この最高の楽器」　4月16日㈪13時～、
アビスタ。石原郁子さん（ファゴット）、
清水瑞穂さん（ピアノ伴奏）。先着100
人。700円。 ふれあい塾あびこ・足
助☎ 7183－3603

▼設立20周年記念千葉県書作家連盟
展　4月18日㈬～22日㈰10時～17時

（最終日は16時まで）、さわやかちば
県民プラザ。無料。 千葉県書作家
連盟・児玉☎7182－1623
▼朗読＆コンサート　4月22日㈰14時
～15時30分、我孫子北近セ・つくし
野館。35人。無料。手づくりの企画
による憩いのひとときを。サロン「言
の葉」。 遠野美地子☎7185－2522
▼勇気づけのコミュニケーション実
践講座（全7回）中央学院大学春季オー
プンカレッジ　初回5月17日㈭12時
50分～14時20分、中央学院大学教室。
7000円（全7回）。 同大学アクティブ
センター☎7183－6529

やってみよう
会員・仲間募集

▼プリザーブドフラワー　月1回（4月
は19日㈭・21日㈯・24日㈫のいずれ
か1日）13時30分～17時、けやきプラ
ザ。月3800円（材料費込み） 関口☎

〈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

情報ひろば /市民伝言板

080－1045－1906
▼我孫子剣道連盟　少年の部（毎週㈰、
アビスタ・白山中学校武道場）、成年
の部（毎週㈫・㈭・㈯・㈰、市民体育
館武道場）。入1000円、年1万円。 ・

小野寺☎090－6185－1674
▼湖北剣友会　全体…毎週㈰9時～11
時30分、中・上級…毎週㈭17時30分
～19時、湖北小体育館。入2000円、
月1500円。兄弟入会は優遇あり。
栗田☎090－4531－7825
▼我孫子市弓道連盟　毎週㈯・㈰9
～12時、布佐下多目的広場我孫子弓
道場。有段者（初心者は別途弓道教
室に申込）。 入5000円、年6000円。

・ 甲
か ぶ と や

谷☎090－1658－2363、
abikokyudo@aol.com
▼伝統居合　毎週㈰18時～20時、我
孫子第一小。健康のために始めません
か？ゆったりした動きなので女性や中
高年の方にも最適。月500円。 貝塚
☎080－1207－0096
▼俳句の会「けやき」　毎月第2・4㈬
13時30分～16時、我孫子第一小。見学・

mailto:smile-c@jcom.home.ne.jp
mailto:smile-c@jcom.home.ne.jp
mailto:abikokyudo@aol.com
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