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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
楽春のかまくら道へネイチャーイン
日5月6日㈰ 9時30分新木駅南口集合

（正午頃
ご ろ

解散予定、小雨実施）　所かま
くら道（新木駅南口〜湖北駅南口）　内
かまくら道を辿

た ど

って我孫子の春の自然
を体験、途中の史跡もウオッチング。
対市内在住の方、50人程度（小学生以
下は保護者同伴）　持筆記用具、飲料水、
歩きやすい服装、はき慣れた靴でご参
加を。主催我孫子市環境レンジャー　

手賀沼課・内線468
◆我孫子市吟詠連盟第34回大会
日5月6日㈰9時30分開演　所湖北地区
公民館（無料・全席自由）　内市内吟詠
家による吟詠、漢詩、和歌、俳句、剣舞、
詩舞などの発表。出演…我孫子市吟詠
連盟会員　 津川☎7182－3426
◆手賀沼流域フォーラム　水と環境を
　考える～緑のカーテンとせっけんで
　手賀沼に優しい暮らしを～
日5月12日㈯13時〜16時　所我孫子
南近隣センター（けやきプラザ9階）　
内手賀沼の現状を知り、暮らしのひと
工夫で手賀沼をもっときれいに！ミニ
学習会①手賀沼の水質や生き物につい
て②緑のカーテンの作り方（せっけん
とゴーヤ苗をプレゼント）　定100人

費無料　主催・企画手賀沼流域フォー
ラム実行委員会、我孫子市消費者の会

・ ファクス、Eメール。 7105－
5292（加藤）、7183－1434（和田） kato
_mariko@hotmail.com、mywada_
1206@ae.auone-net.jp
◆新木地区まちづくり協議会
　歌声喫茶inあらき
日5月12日㈯13時30分〜15時30分　
内出演…（アコーディオン）類地晋朗
さん、（歌の指導）鈴木勝夫さん　費
500円（お茶、お菓子付）　所・ 新木
近隣センター☎7188－2010
◆あびこの学校給食における“地産地消”
　と明日の学校給食を考える
日5月19日㈯13時 〜14時30分（12時
30分開場）　所あびこ市民プラザ　内
①NHK放映ビデオ…佐倉市和田小学
校の食育事例「やまといもを使用した
学校給食」②発表…我孫子市栄養士に
よる学校給食での食育の取り組み③パ
ネルディスカッション…佐倉市と我孫
子市の栄養士・農業者による地産地消
と学校給食について　対当日先着150
人　費無料　主催あびこ型「地産地消」
推進協議会（㈪・㈫・㈭9時〜16時）☎
7128－7770
◆NPO法人あびこ・シニア・ライフ・
　ネット　設立10周年記念式典
日5月19日㈯12時30分〜17時（12時開
場）　所湖北地区公民館（入場無料）　内
NPO法人あびこ・シニア・ライフ・ネッ
トの10年の軌跡、特別講演「消費者と
まちづくり」　講師…福嶋浩彦さん（消
費者庁長官/前我孫子市長）、会員によ
る独唱、市内在住落語家による落語、
ガマの油売り口上、お楽しみ抽選会（空
クジなし）ほか　定250人　 NPO法
人あびこ・シニア・ライフ・ネット・
相澤☎090－7240－1888
◆県知事杯争奪囲碁大会
日5月20日㈰10時30分〜16時30分（10

時開場）　所あびこ市民プラザ　競技
方式5クラスに分け、スイス方式で競
技。費1000円、小・中学生500円（昼
食代含む）。※同日開催子ども囲碁教
室（参加無料）興味のある子、未経験者
歓迎！ 久富☎7187－2393
◆新木地区まちづくり協議会
　「新木ふれあい春まつり」
日5月20日㈰10時30分〜14時　所気
象台記念公園※雨天中止　内フリー
マーケット、バザー、遊びの広場、体
験乗馬、模擬店など　 新木近隣セン
ター☎7188－2010
◆謡曲と仕舞　春季発表会
日5月20日㈰10時開演　所湖北地区公
民館（入場無料・全席自由）　出演…我
孫子謡曲連合会員（宝生流・観世流）　
演目…鶴亀、屋島ほか　 我孫子市謡
曲連合会・横田☎7182－7425
◆我孫子市民合唱団第 14回定期演奏会
日5月20日㈰14時 開演（13時30分開
場）　所けやきプラザ　内ハイドン「ミ
サ・ブレヴィス」、組曲「旅」、ポピュラー
曲「メモリー」「百万本のばら」など5曲、
市内在住ソプラノソリスト塚本江里子
さんのソロでオペラ曲2曲、共演で「カ
ルミナ・ブラーナ」より2曲ほか　費
無料（先着500人、全席自由）　 我孫
子市民合唱団・小澤☎7184－8461
◆こもれびまちづくり協議会　春のフェ
　スタ「バザール＆ロビーコンサート」
日5月20日 ㈰　 内 第1部（10時 〜）バ
ザール、そば処こもれび庵、模擬店（有
料）　第2部（15時〜）コンサート（尺
八…坂田梁

りょうざん

山さん、薩摩琵
び わ

琶…坂田美
子さん、琴…稲葉美和さん）　所・
近隣センターこもれび☎7165－2011
※なるべく徒歩か、自転車または公共
の交通機関でご来場ください。
◆混声合唱団「響」 第11回定期演奏会
日5月27日㈰14時 開 演（13時30分 開
場）　所けやきプラザ（入場無料）※整

理券はアビシルベで配布。　内Ⅰサト
ウハチローの世界、Ⅱモーツアルト「レ
クイエム」ピアノ連弾、Ⅲイタリアの
さまざまな音楽など　出演…混声合唱
団「響」、（指揮）脇田崚多郎さん、（ピア
ノ）山口雅敏さん、伊賀あゆみさん　
混声合唱団「響」・稲葉☎7185－2053
◆あびこファミリーコンサート　島筒英
　夫コンサート～やさしさをみつめて～
日5月27日㈰13時30分開演（13時開場）
所あびこ市民プラザ　内演奏曲…子供
の領分（ドビュッシー）、雨だれ（ショ
パン）、おふくろのぬくもり（島筒英夫）
ほか。出演…（ピアノ）島筒英夫さん、

（歌）浦富美さん、（フルート）高須洋美
さん　費1000円　チケット販売・
浦富美☎7184－4572
◆天王台北地区まちづくり協議会　
　フリーマーケット
日6月9日㈯10時〜12時　所・ 天王
台北近隣センター☎7182－9988
※出店者募集。（5月12日㈯10時〜先
着順に受付。出店料300円）　
◆相馬霊場八十八ヶ所
　（長禅寺発願から市内中心部を巡る）
日5月27日㈰8時30分〜12時30分（雨
天時6月3日に順延）　集合場所取手駅
東口長禅寺大師公園　内長禅寺霊山堂
1番→3番八坂神社→2番念仏院→6番
薬師堂→4番不動堂→10番観音堂→本
願寺→吉田地区14番→11番→7番本
泉寺→13番→87番愛宕神社→取手駅
西口。行程約10㎞　費500円　 熊倉
☎0297－73－3906

講演・講座・教室
◆ピヨピヨ親子ショートテニス教室
　こどもの日スペシャル
日5月5日 ㈷ 午 前 …10時30分 〜 正 午

（受付10時〜）、午後…14時〜15時30
分（受付13時30分〜）　所吉田記念テ

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

▼菅野博文チェロリサイタル　5月5
日㈷13時〜14時。近セこもれび。ド
ボルザーク作曲チェロ協奏曲ピアノ伴
奏版全曲。ピアノ…太刀川紀子。入場
無料。 ゴルターマンの会・竹内☎
7188－0473
▼心臓ペースメーカー勉強会　5月6
日㈰13時〜15時30分アミュゼ柏。講
演ほか。講師…渡邉寛先生（取手北相
馬保健医療センター医師会病院副院
長）資料代ほか1000円。 ・ 日本
心臓ペースメーカー友の会・中田☎

7182－3977
▼ビューティーアップ体操無料講習
会　5月11日㈮・25日㈮11時30分〜
12時30分。市民プラザ・ホール。音
楽に合わせて気になる部分をシェイ
プアップ。年齢不問。 中村☎090－
6018－1267
▼健康スポーツ吹矢無料体験会　5月
11日㈮13時〜15時。湖北地区公民館・
第1学習室。腹式呼吸による健康増進。
どなたでも可能。 ・ 我孫子あすな
ろ支部・渡

わ た な べ

邉☎090－2752－1503
▼プリザーブドフラワー　月1回（5月
は12日㈯・24日㈭・29日㈫のなかか
ら1日）13時30分〜17時。けやきプラ
ザ。3800円（材料費込）。はさみ・紙

袋持参。 関口☎080－1045－1906
▼クラシックバレエ無料体験会　5月
12日㈯10時30分〜12時。エストレー
ラバレエ布佐スタジオ。 3歳〜小学
生（男の子も大歓迎）。要予約。駐車
場あり（10台）。 ・ 荒井☎7189－
5885※詳しくはHPを。
▼布佐台幼稚園にこにこ教室　5月12
日㈯・6月9日㈯10時〜11時30分。未
就園児と保護者。無料。 ・ 同園
☎7189－0231 7189－0221
http://menbers.jcom.home.ne.jp/fusadai/
▼女性のためのこころのケア講座　5
月8日㈫・12日㈯13時30分〜15時30
分。我孫子北近セ並木本館。DV・ト
ラウマを理解する。500円。 グルー
プ・ラパン☎090－1534－8905（10
時〜20時）
▼公開勉強会「我孫子で受けられる医
療と介護～知っておくとよいこと～」
5月7日㈪13時30分〜15時。我孫子北
近セ並木本館。講師…栗原洋子さん。
先着50人。無料。 我孫子市消費者
の会・和田☎7183－1434
▼歌と書で綴

つづ

る日本の風景　5月12日

〈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

㈯14時〜。クレオ1階アクロス（我孫
子市役所隣り）。2000円（和菓子・抹
茶付き）。 テトラ事務局・坂口☎
7183－1395
▼ハンギングバスケット講習会＆コン
テスト　講習…5月19日㈯受付9時〜
15時（作業時間約1時間）。アビスタ
入口。3300円（材料費・お土産あり）。
コンテスト…20日㈰14時〜デモ＆表
彰式。 蒲

ガ マ ダ

田☎7184－1265
▼フラメンコとオーディオの集い　5
月19日㈯13時15分。アビスタ。1部：
公開例会「オーディオの変遷ほか」、
2部：伊藤シゲル「フラメンコ　イ
ン　我孫子」。先着150人。無料。
AAFC・佐藤☎7184－3771
▼桜田慶子＆中澤光ソプラノジョイ
ントリサイタル　5月19日㈯14時〜。
けやきプラザ。後野仁彦（バリトン）を
ゲストにイタリア歌曲オペラアリア重
唱を歌う。2000円。 中澤☎7182－
9704
▼高須洋美さん「フルートで奏でる～
ウィーンに魅せられた音楽家達～」　
5月21日㈪13時〜。アビスタ。申込

情報ひろば /市民伝言板
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