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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稚園児・小
学生とその父母（祖父母もOK）　定各
80組（160人）定員になり次第締切　
費親子1組500円（税込）　 ・ ㈶吉
田記念テニス研修センターピヨピヨ親
子ショートテニス教室☎7134－3030
◆「手賀沼学会」学習会
日5月12日㈯10時〜11時30分　所ア
ビスタ　内手賀沼および我孫子周辺地
域に関する文献紹介。講師…我孫子市
民図書館職員　定30人　 ・ 手賀
沼学会事務局（中央学院大学社会シス
テム研究所内）☎7183－6522
◆我孫子市なぎなた連盟体験講習会
　チャレンジスポーツ・なぎなた
日金曜日コース…5月18日・25日、
6月1日9時30分〜11時30分　日曜日
コース…5月20日・27日、6月3日9時
30分〜11時30分（両方参加も可）　所
市民体育館武道場　内武道なぎなたの
基礎・実技。初心者大歓迎、基本の動
作から練習します。（男女・年齢不問）　
費各コース500円　持飲み物、汗拭

ふ

き
タオル　※動きやすい服装で、素足で
行います。 ・ 電話、ファクスで氏
名、電話番号を明示。（見学可）事務局・
中村☎ 7183－3566
楽住宅の耐震セミナー・相談会
日5月20日㈰10時〜11時30分（9時45
分受付）　所市役所分館大会議室　内
セミナー「耐震について」耐震診断およ
び耐震改修工事助成制度の説明、住宅
耐震相談・質問コーナー　対市内在住
の方、先着30人　費無料　 ・ 電話で
5月18日㈮まで建築住宅課・内線602
◆初心者の為の合気道教室
日5月20日㈰15時〜16時　所白山中
学校武道場　参加資格小学生以上男女
不問　※運動しやすい服装で　 ・
電話か稽古日に直接道場で受付。我孫
子合気会・鈴木☎7185－0695

楽ガーデニング講座
日5月24日㈭10時〜11時30分　所湖
北地区公民館工芸工作室　内夏の花の
寄せ植えを学びませんか？ 5種類ぐら
いの花を使って寄せ植えをします。講
師…飯塚恵子さん　対市内在住・在
勤・在学の方15人（応募者多数の場合
抽選）　費2000円（材料費込）　持エ
プロン、シャベル　 ・ 湖北地区公
民館窓口、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
号を明示し、5月14日㈪必着で〒270
－1122中 里81の3 湖 北 地 区 公 民 館

7188－7720 kohoku.k@chiba.
email.ne.jp☎7188－4433

募　集
◆こども発達センターの理学療法士
　（臨時職員）
雇用期間6月1日〜11月30日（更新有）
㈪から㈮までの週5日（日数は相談可）。
午前8時30分〜午後5時　所こども発
達センター　内就学前のお子さんの個
別理学療法。 対1人（経験者）　賃金時
給1420円（通勤手当は片道2キロ以上
の場合、別途支給）勤務日数に応じて、
社会保険の加入、年次有給休暇、勤勉
手当の支給有。選考方法面接申込方法
事前連絡の上、郵送もしくは本人が持
参。履歴書（写真貼

ち ょ う ふ

付）に必要事項を
明記し、理学療法士免許の写しを添付。
締切日5月17日㈭必着　 ・ こども
発達センター〒270－1112新木1637
☎7188－0472
◆岳人あびこ　市民登山参加者募集
日6月10日㈰日帰り(小雨実施)　所浅
間隠山（日本2百名山とレンゲつつじ）
対4時間の歩行が出来る方　費7000
円（貸切バス他）　持雨具、弁当、着替
え　 ・ ハガキに住所、氏名、年齢、
性別、電話番号を明記し、5月15日㈫

必着。〒270－1137岡発戸631、高橋
英雄☎7185－1412

子市高野山234－3☎7185－2212お知らせ
◆我孫子市都市計画審議会の公開
日5月10日㈭10時から（傍聴人の受付
は9時40分〜10時）　所市役所分館大
会議室　内我孫子市都市計画マスター
プランの見直し案について　対当日先
着10人（傍聴人の発言なし）　 都市計
画課・内585
◆犬猫譲渡会
日5月6日・13日・27日、6月3日・10日・

24日いずれも㈰11時〜14時（雨天実
施）。所市役所正面駐車場　 6月3日・
10日… 瓜 田 ☎080－5195－0400、5
月6日・13日・27日、6月24日…水島☎
090－8313－0158
◆4月16日号広報あびこ『「東日本大
震災」で被害を受けられた皆さんへ各
種支援制度のご案内』の訂正
　表中の「21液状化等被害住宅再建支
援制度（県・市）」の「内容」の上段2行
目（複数世帯の場合、支援金額は、4
分の3）は単数世帯の誤りでした。お
詫びして訂正します。　 秘書広報課・
内線210

先着100人。700円。主催・ ・ ふ
れあい塾あびこ・足助 ☎ 7183－
3603
▼34回我孫子盆栽山野草クラブ展　
5月12日㈯・13日㈰9時〜17時。東我
孫子自治会館。季節の各種木物草花物
盆栽（席飾り、岩付、苔玉、盆景）“や
さしい草木盆栽づくり実演”。 浅利
☎7184－3995
▼手賀沼ウオーキング教室　5月12日
㈯・6月9日㈯9時半〜。アビスタ横あ
ずまや。300円。 千葉県ウオーキン
グ協会・須藤☎7184－6204
▼エンジョイ楽々ジャズダンス（中級）
5月・6月の㈫18時半〜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

やってみよう
会員・仲間募集

▼熟年男性クッキングサークル　
毎月第1または2㈬10時〜14時。アビ

スタ。旬の食材で栄養バランスのと
れた食事作り。若干名。初心者大歓
迎。入1000円。月2000円。 出野☎
7184－4549
▼はがき絵サークル　毎月第1㈭9時
30分〜12時。根戸近セ。身近な植物・
果物・動物など楽しく色を使い描く。
元気が出ること間違いなし。先着10
人。 小林☎7182－4086
▼我孫子松

しょうとうかん

濤館（空手道）　毎週㈯13
時〜17時30分。白山中学校武道場。
リタイアOB大歓迎。68歳・73歳も稽
古中。見学自由。月2000円。 NPO
法人日本空手道協会・勝野☎7183－
3226
▼軟式少年野球「久寺家エラーズ」　
毎週㈯㈰㈷9時〜。専用練習場。小学
生。一緒に野球をやり、県大会を目指
そう！見学・体験大歓迎。月3000円

（兄弟2人目〜2500円）。 小山☎090
－7720－4981
▼白山ジュニア卓球クラブ　毎週㈫
㈮17時〜19時。我孫子第4小学校体
育館。小・中学生新規10人程度。月
1000円。 中村☎7182－2701

情報ひろば /市民伝言板

月の5 青山450番地
☎7186－5500月の楽

　ウミネコの研究で学位をとられた富田さんに、日本周辺を生息地とする同
種の生態について、お話しいただきます。テーマトーク終了後、質疑応答な
どフリートークの時間があります。
お話し…富田直樹さん（山階鳥類研究所保
全研究室研究員）
日時　5月12日㈯13時15分〜13時45分
 （13時開場）
場所　鳥の博物館2階多目的ホール
 （無料、ただし入館料がかかります）
定員　先着50人

リサイクル教室名 開催日時 募集人数 費用 持参する物・備考
布クラブ教室（子供用甚平）
２回とも参加できる方

8日㈫　22日㈫
9時30分～15時 5人 １回

300円
ほどいた浴衣、ミシン糸、裁縫
道具、昼食

布クラブ教室
（傘布でエコバッグ） 9日㈬10時～15時 3人 300円 ミシン糸、裁縫道具、昼食

紙クラブ教室
（牛乳パックでスツール） 10日㈭10時～15時 3人 300円

キルティング100㎝×60㎝、ミ
シン糸、布ガムテープ1巻、強い
木綿糸、裁縫道具、昼食

布バッグ作り教室 11日㈮10時～15時 5人 300円 裂き織り、その他の布も可、ミシン糸、裁縫道具、昼食
布クラブ教室
（ジーパンからミニバッグ）

16日㈬
9時30分～15時 5人 300円 ジーパン、ミシン糸、裁縫道具、昼食

紙クラブ教室
（チラシでバスケット）

16日㈬
9時30分～12時 5人 300円 折込チラシ大20枚位

布ぞうり教室 17日㈭
9時30分～12時 10人 300円 シーツ1枚分位の布、ハサミ

ペイント教室
（大人から子どもまで遊
べる絵あわせカード）

18日㈮
10時～15時 5人 300円

トールペイント用平筆、丸筆（あ
る方）、雑巾、エプロン、昼食、
材料費100円

包丁研ぎ教室 19日㈯10時～12時 5人 300円 包丁は一人2本まで

裂き織り教室
①午前②午後

22日㈫
①9時30分～11時30分
②13時～15時

各5人 500円 古布1㎡位、ハサミ

布クラブ教室（ポシェット）
2回とも参加できる方

５月25日㈮
6月22日㈮
10時～15時

3人 １回
300円

土台布（無地）、裏布、キルト
綿、各50㎝位、柄布（５種類以
上）少々、裁縫道具、昼食

木工教室（隙間家具の設
計製作）
・簡単な設計・製図から始
めます。
・製作は、作品により後日
の作業となることがあり
ます（後日の作業時、通常
の使用料が必要です）。

26日㈯13時～16時 5人 300円

1  製作したい家具（棚・箱・台な
ど）と隙間の寸法（高さ・幅・
奥行）を採寸してきて下さい。
2 筆記用具など。
3 製作時は、材料の持ち込みが
必要となります。

■ 木工アドバイザー
休館日を除く毎日10時～17時

■ 「裂き織り相談日」
第1火曜日10時～15時

■ 「リフォーム・リペア相談日」
毎週土曜日13時～16時

■ 「紙クラブ相談日」バスケット
第1水曜日10時～15時

■ 「布クラブ相談日」
第1火曜日・第4水曜日・第2・4木曜日10時～15時

■ 「おもちゃの病院」
第1～3日曜日13時～16時、第4日曜日15時～16時

■ 「ペイントクラブ相談日」
第1金曜日10時～15時

■ 「紙クラブ相談日」イス
第4木曜日10時～15時

リサイクルアドバイザー来館日　　　 ふれあい工房☎7186－5500

※申込み方法：申し込みは必ず本人に限る（各教室1家族1個、詳細は工房に問い合わせ）月曜日（休館日）を
除く毎日【電話受付のみ】9時～17時（いずれも定員になり次第締め切り。キャンセルの場合は、必ず連絡
をしてください）。キャンセル待ちの方は、参加希望教室の前日に電話で問い合わせてください。

●リサイクル･家具バザー…日時5月20日㈰10時〜11時※家具抽選会は11時5分（時間
厳守）※家具の運搬は購入者でお願いします※開催当日は、NEC（日本電気）駐車場を
ご利用ください※当日作業ができるのは午後1時からです。

テーマトーク ウミネコと人は持ちつ持たれつ
～餌資源に対する採

さ い じ

餌行動の時空間的反応～
楽

ウミネコ
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