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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
◆相島春のクラフトバザール
日4月21日㈯・22日㈰10時～16時（雨
天実施）　所相島芸術文化村（相島新田
1番地）　内クラフト＆骨

こ っ と う

董（41店舗）、
特別企画レストラン・弁当・手打ちそば
あり　 NPO法人相島☎7189－2864
◆ガレージセール
日4月21日㈯10時～15時　所手賀沼公
園多目的広場すぐ横の車庫（若松128
の1）〈荒天時22日〉　※バザール用品4
月19日㈭まで受付中。 手賀沼わん
にゃんクラブ・大久保☎7183－1591
◆第2回 手賀沼ふるさと祭り
日4月21日 ㈯・22日 ㈰10時 ～16時　
所手賀沼フィッシングセンター（雨天
中止）〈参加無料〉　内子どもたちの職
場体験、直売所、出店、各種イベント
ほか　 塩尻☎090－3239－8791　
◆湖北台春まつり
日4月21日㈯・22日㈰10時～17時30
分（入場無料）　内発表…詩吟、大正
琴、和太鼓、ハーモニカ、フォークダ
ンス、フラダンス。展示…つるし飾り、

写真、陶芸、絵画、ハガキ絵、短歌、俳句。
販売…ヤキソバ、赤飯、おにぎりほか

（有料）　所・ 湖北台近隣センター☎
7187－1122　
◆大正琴「和み会」演奏会
日4月22日㈰13時開演（12時30分開
場）　所けやきプラザ（入場無料・全
席自由）　内4種類の大正琴によるア
ンサンブル演奏　「夜桜お七」「東京
ラプソディー」ほか　 大正琴「和み
会」・阿部☎7149－3966
◆よむよむラリー
日4月24日㈫～5月31日㈭　内期間内
に市内の図書館の本を1冊読むごとに、
ラリー用紙（期間内に図書館または市
内小学校経由で配布）にスタンプを押
し、10冊読んだらゴール。（1日に押せ
るスタンプは5個まで）ゴールした方
には、用紙をしおりにしてプレゼント
対幼児、小学生　 市民図書館アビス
タ本館☎7184－1110
◆落語で振り込め詐欺被害を防止
日・所4月27日㈮10時～12時、湖北
台近隣センター（入場無料）　内増加
する「振り込め詐欺」最近の手口と注
意。我孫子警察・我孫子市市民安全課
による話。特別ゲスト…山遊亭金太郎
さん　 湖北台を元気にする会・林☎
7187－0333
◆わかると楽しいクラシック2012
日①4月28日㈯　②6月9日㈯　③7月
7日㈯いずれも15時開演（14時40分
開場）　所アミュゼ柏　内①バレエと
ピアノのひととき、舟歌（ショパン）ほ
か　②チェロとピアノのひととき　③
パリのピアニストとのひととき　出演
…①（バレエ）井野口恵さん、（ピアノ）
児玉さや佳さん、②（チェロ）佐藤智孝

さん、（ピアノ）児玉さや佳さん、③（ピ
アノ）大山聡さん、（ピアノ）児玉さや
佳さん　費2000円、（小学生1000円、
全席自由）　チケット販売さやの会☎
7173－0656、柏髙島屋友の会☎7144
－1111、浅野書店☎7164－2040　
児玉☎7173－0656
◆第5回 湖北台鯉のぼりまつり
日・所4月29日㈷～5月5日㈷、湖北
台中央公園　内たくさんの鯉のぼりの
吹流し　※イベント…日・所5月5日
㈷10時～15時（雨天中止）、湖北台中
央公園　内太鼓演奏、ビンゴゲーム
ほか　 湖北台団地自治会事務所☎
7188－3162
◆けやきウインドアンサンブル　
　第12回 定期演奏会
日・所4月29日㈷13時30分開演（13時
開場）、けやきプラザふれあいホール
内曲目…喜歌劇「こうもり」より序曲

（J.シュトラウスⅡ世）、ポップスステー
ジほか　出演…（指揮）宮下研也さん、

（指揮）松田康治さん、（ソプラノ）淺野
菜摘さん　費無料（全席自由）　 中
島☎090－9680－5538
◆第９回大正浪漫ウオークin手賀沼
日・所4月30日㉁、手賀沼公園入口集
合（雨天実施） 9時出発式（23㎞）、9
時40分出発式（15㎞・7㎞）　※受付
時間は各コース40分前　※最終ゴー
ル時間は15時。内嘉納治五郎別荘、柳
宗悦、志賀直哉などの文人・文化人ゆ
かりの地や手賀沼周辺を歩く。費500
円（中学生以下無料、市外の方700円、
小学生以下要同伴）　持履きなれた靴、
活動しやすい服装、タオル、弁当、飲
み物、雨具　 北総歩こう会事務局☎
7145－1620

◆パンを作ろう
日5月5日、6月16日、7月21日いずれ
も㈯10時～15時（全3回）　所湖北地
区公民館調理室　内パンの練り方、成
形、焼き方などパン作りの基礎講座（3
回）　講師…我孫子市パン工房男塾　
対市内在住・在勤・在学者の方、15
人（応募者多数時抽選）　費2000円（3
回分、材料費込）　持エプロン、三角巾、
昼食　 ・ ハガキ、ファクス、Eメー
ル。住所、氏

ふ り が な

名、年齢、性別、電話番
号を明記し、4月26日必着で〒270－
1122我孫子市中里81の3湖北地区公
民館☎7188－4433 7188－7720
kohoku.k@chiba.email.ne.jp
◆女声合唱団回転木馬　第8回 演奏会
日5月12㈯14時開演（13時30分開場）
所けやきプラザふれあいホール　内曲
目…女声合唱組曲「今日もひとつ」、女
声三部「ザ・スタンダード日本のうた」
ほか　出演…（指揮）野本立人さん、（ピ
アノ）筧千佳子さん、女声合唱団回転
木馬　費1000円（全席自由）　 矢野
☎7185－4662
◆第20回 我孫子市オープンチーム
　カップ卓球大会
日・所5月20日㈰9時受付、市民体育
館　内種目…ランク別団体戦　2複3
単、男子1部・2部、女子1部･2部･3部

（参加チーム数によりランクの変更あ
り）、1チーム4人～6人　費1チーム
4000円（市内中学生は2000円）　対
オープン　 ・ ハガキに大会名、
種目、団体名、代表者の住所、氏名、電
話番号、参加者全員の氏名を明記し、
4月27日㈮必着で〒270－1176柴崎
台3の7の28サンガーデンハイツB－
102桑江朝臣☎080－4375－9071

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

▼エンジョイ楽々ジャズダンス（中級）
4・5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
▼素敵な音楽で楽しくダンスパーテ
ィー　4月18日㈬13時30分～16時20
分。けやきプラザ。トライアル、ミキ
シングあり。500円。 白樺社交ダン
スクラブ・水川☎080－3029－4427
▼野村生涯教育講座　4月18日㈬10
時～15時。船橋市男女共同参画セン
ター。野村佳子生涯教育論第1章生涯
教育への道程。講義・DVD映写・討議。

年8回8000円。 ㈶野村生涯教育セン
ター☎03－3320－1861
▼健康体操無料講習会　4月18日・25
日㈬19時～20時30分。湖北地区公民
館。呼吸法ストレッチなど。動きやす
い服・靴・タオル・飲み物持参。 的

ま と

山
や ま

☎7188－8351
▼英語であそぼう　4月20日・27日㈮
10時30分～そらいろのいえ（高野山）。
親子で英語の歌やおはなし遊び。2歳
くらい。無料。 ・ 村田☎7133－
9567☎090－2560－8402
▼民謡あれこれ春風まつり・ふだん着
親睦コンサート②　4月22日㈰9時40
分開演。湖北地区公民館・ホール。無料。

津軽三味線・中野☎090－9953－
7008
▼パソコン市民講座（ムービー）　4月
23日㈪13時30分、我孫子南近セ8階。

旅行・イベントなど楽しい思い出を
ムービーにする。10人。1000円。 ・

パソコン楽しみ隊・関谷☎7183－
0047
▼フラダンス体験教室　4月23日㈪18
時～20時。けやきプラザ。美しい衣
装・楽しい音楽を用意。 岡田☎080
－5523－1000
▼元気の出る歴史人物講座　4月28日
㈯14時、我孫子南近セ9階。現在の国
難にいかに対処すべきかを「東郷平八
郎」に学ぶ。100人。1000円（高校生以
下無料）　 我孫子を良くする市民の会
☎7187－5564
▼長唄三味線体験教室　4月28日㈯14
時～17時。我孫子南近セ・8階録音室。
どなたでもお気軽にご参加ください。

和
わ

季
き

の会・杵
き ね や

屋和
わ き

季☎7185－9862
☎090－9132－1392
▼放射線と食と除染と内部被ばくの話
4月28日㈯15時～18時。アビスタ。講
師…松

し ょ う き

木順
の り ゆ き

之さん。無料。 松木☎
7188－9430☎090－5311－9662
▼森岡純アトリエ展・会田嘉子水彩画
展　4月29日㈷～5月5日㈷12時～18
時。ギャラリー遠

お ち こ ち

方近方（湖北駅徒歩
5分、中里223の2）。師弟2人の水彩画
の同時展覧会。 同所☎080－6672
－4156

〈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

▼筑波山麓コカリナピクニック　4月
29日㈷12時30分～16時。つくば市民
ホールくきざき。千葉・茨城方面のコ
カリナ愛好20団体の演奏。無料。
あびこコカリナ「そよかぜ」・平山☎
7184－2673
▼ビーズフラワー作品展　4月30日㉁
～5月12日㈯9時～21時（最終日のみ
16時まで）、アビスタ1階・2階ガラス
展示棚。無料。 ニューヨークレイン
ボー・ビーズフェアリー・細川☎7183
－6585
▼憲法記念日市民のつどい　5月3日
㈷14時、市民プラザ。憲法の眼から世
相を語る。講師…泉澤章さん（弁護士）。
対談…足利事件・菅家さん、布川事件・
桜井さん。500円。 憲法つどい実行
委員会・中村☎7184－2670
▼初夏の風若手音楽家コンサート　5
月3日㈷18時開演。けやきプラザ。前
売り券2000円（高校生以下1000円）。
当日券は一律2500円。全自由席。
オフィスＫ☎090－7828－8858
▼夢の大ダンスパーティー♪　5月5日
㈷13時45分～16時30分。けやきプラ
ザ。500円。正装トライアル10組。W・
T・R1曲1000円。お一人でもプロ対
応可。主催・ ・ 4月21日㈯までに
フレンドリィ・渡辺☎7184－4897
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