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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
◆第23回我孫子さつき花季展示会
日5月26日㈯・27日㈰9時～17時（27
日は16時まで）　所アビスタ　内①展示
作品常設②親子で「土と遊ぶ」さつき植
え替え教室…10時～11時（小学生～高
校生の親子・先着10組）③花後の剪

せ ん て い

定な
ど実演…11時～12時、14時～15時④
ビデオ放映、何でも相談室　費無料　
我孫子さつき会・橘☎7149－1343
◆チャリティ・フリーマーケット
日5月27日㈰10時～15時（雨天・強風
の場合は中止）　所アビスタ前広場（手
賀沼公園入口）　内日用雑貨、食器衣
類、玩具、書籍などの販売。売上は「飼
い主のいない猫」を増やさないための
活動に使います。　主催あびこイヌ・ネ
コボラネット　 斉藤☎7184－0298
◆三曲協会30周年記念演奏会
日5月27日㈰13時～17時　所湖北地
区公民館ホール　内我孫子市三曲協会
会員ほか延べ100人による琴・三味線・
尺八の演奏　費無料　 我孫子市三
曲協会・小泉☎7149－1243
◆ヴィヴァ・マンドリーノ
　第14回　定期演奏会
日5月27日㈰14時（13時30分開場）　
所柏市民文化会館　内第1部序曲二長
調ほか、第2部バレエ組曲（眠れる森の

美女）ほか、第3部ロシア音楽　出演…
（指揮）片倉武さん、（テノール）市川浩
平さん、（演奏）ヴィヴァ・マンドリー
ノ　費800円（全席自由）　入場券販
売軽喫茶ぽぽら、ミリオン楽器、東京
事務器、浅野書店、ブックエースあび
こ店　 沢井☎090－9012－3938
◆新緑をめでてティーパーティー
日6月2日㈯10時～15時（雨天時3日㈰
に順延）　所子

ね

ノ神緑地（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があ
ります）　内マーマレードの試食、楽
器演奏（参加無料）　 景観形成市民
会議・太田☎7185－1094
◆柳

やなぎ

兼
か ね こ

子～魂の歌唱～
日6月2日㈯14時30分（14時開場）　所
けやきプラザホール　内シューベル
ト『野ばら』、『菩堤樹』、シューマン

『蓮の花』、ブラームス『五月の夜』ほ
か　出演…あびこ声楽家協会会員　費
2500円（全席自由）　入場券販売事務
局（酒井）、白樺文学館、ミリオン楽器、
東京事務器　 あびこ声楽家協会・酒
井☎7183－3708
◆我孫子市茶道連盟茶会
日6月3日㈰10時～15時　所湖北地区
公民館和室　内席主…山本宗綾（裏千
家）、石川宗嬉（裏千家）　費二席1000
円※申込不要直接会場へ　 我孫子
茶道連盟・小野☎7182－6161
◆山根弥生子ピアノ演奏会
日6月5日㈫17時（16時30分開場）　所
アビスタホール　内モーツァルト『ピ
アノソナタ第13番』、ショパン『バラー
ド第4番』、『ノクターンNo48－2』ほ
か　定先着80人※当日受付　費1000
円　 あびこ楽友倶楽部・山崎☎080
－5380－1508
◆第16回 我孫子市オープンラージ
　ボール大会
日6月17日㈰9時受付　所市民体育館
種目①トリプルダブルス団体戦（1チー

ム男2女2の編成・試合は全て混合ダブ
ルス）　A…4人の合計年齢が249歳以
下、B…250歳～279歳、C…280歳～、
②ダブルス個人戦（男女別）　D…2人
の合計年齢が124歳以下、E…125歳～
139歳、F…140歳～　費団体戦1チー
ム4000円、個人戦1組2000円　 ・
ハガキに大会名、種目、団体名、住所、
氏名、生年月日、電話番号を明記し5月
20日㈰必着、〒270－1164つくし野7
の15の35小野塚章司☎7183－7499

講演・講座・教室
◆ACOBA Lady’s パソコン講座
日5月29日㈫10時～12時　所けやきプ
ラザ工作室　内デジカメ写真の取り込
み　対女性　定先着10人（パソコン持参）
費1000円、テキスト代300円　 ・

講座の前日までNPO法人ACOBA事
務局☎7181－9701 7185－2241
◆ 「日本語の教え方」講座
日6月26日㈫13時30分～15時30分毎
週火曜（全24回）　所中央学院大学　定
15人（応募者が定員に満たないときは
中止）　内外国人に日本語で日本語を
教える方法を学ぶ。講座修了証発行　
講師…北村弘明さん（聖徳大学教授）ほ
か　費受講料3万4000円、テキスト計
1万円前後　 ・ 往復ハガキ、ファ
クス、Eメール。「日本語の教え方講座
希望」、住所、氏名、性別、電話番号を
明記。5月31日必着で。〒270-1166
我孫子4の11の1我孫子市国際交流協
会（AIRA）☎7183－1231（㈭を除く）

7183－2005 info@e-aira.jp
楽第1回 World Cooking2012「タイ」
日6月2日㈯10時～14時　所湖北地区
公民館調理室　内家庭で作れる代表的
なタイ料理①マッサマン（黄色カレー）
②ラープ・ムー（ひき肉とミントのスパ
イシーサラダ）③黒豆ココナッツミル
ク煮　講師…木田ワサナさん　定20人

（応募者多数時抽選）　持エプロン、三角
巾、ふきん、持ち帰り用容器　費800円

（材料費込）　 ・ 住所、氏
ふ り が な

名、年齢、
性別、電話番号を記載し、湖北地区公
民館持参、ハガキ、ファクス、Eメール。
5月26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
◆こもれびまちづくり協議会そば打ち教室
日6月10日・24日、7月8日いずれも日
曜9時30分～13時30分（全3回）　所近隣
センターこもれび　対・定全日程参加
できる方10人（応募者多数時抽選）　
持頭

ず き ん

巾、エプロン、タオル、箸、持ち帰り
容器　費1回1500円　 ・ 往復ハガキ
に教室名、住所、氏名、電話番号を明記
し、5月26日㈯必着で〒270－1144東我
孫子1の41の33近隣センターこもれび
☎7165－2011（10時～17時）

募　集
◆あやめまつり青空市の出店者
日6月9日㈯10時～16時（荒天時10日
㈰に順延）　所手賀沼公園　区画先着
50区画（1区画間口約3m）　費1区画
3000円　 出店料を添えて持参。我
孫子市商工会☎7182－3131（土・日
曜を除く）
◆鳥の博物館 大学生市民スタッフ
　（大学・短期大学・専門学校）
日7月21日㈯～8月26日㈰までの毎週
土・日曜①10時～12時②13時～15時
両時間、または①か②のいずれか。※
6月24日㈰にオリエンテーション、7
月1日㈰・8日㈰に説明会を実施。内
イベント当日までの準備、当日の補助、
館内施設の利用方法の案内　対・定鳥
の博物館が好きな方、人と話すのが好
きな方、工作が好きな方、イベントを
盛り上げる意欲のある方、5人程度　
報酬半日につき500円、1日1000円　

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

▼スポーツ吹矢ABIKO無料体験会　
5月19日 ㈯ と6月2日 ㈯14時 ～16時。
天王台北近セ。初心者歓迎、吹矢で
楽しく健康に。 長井 ☎ 7184－
9688
▼健康、ストレッチ体操無料体験　5月
21日㈪と25日㈮。我孫子北近セ（並
木本館）10時～11時20分。動きやすい
服装、飲み物、上ばき。心も体もリフレッ
シュ。 山田☎090－2424－0754
▼スウェーデンセミナー　5月21日㈪
13時30分～15時30分。市民活動ステ

ーション10階会議室。スウェーデン
モデルのメカニズム。10人。資料代
500円。 スウェーデン社会を研究す
る会・上原☎7184－5322
▼レッツGO、みんなニコニコ庭先ガ
レージセール　5月25日㈮11時～14
時・小雨実施。つくし野1号公園坂の
上（つくし野1の22の28）。リサイクル
推進・普及、滞蔵品の再活用。 我孫
子市消費者の会・海津☎7184－9828
▼創作の会遠

お ち こ ち

方近方展　5月27日㈰～
6月2日㈯12時～18時。入場無料。ギャ
ラリー遠方近方（湖北駅徒歩5分・中
里223の2）。木版画を主に20年以上
続いているグループの木版画展です。

同所☎080－6672－4156

▼健康体操（無料体験会）　5月27日㈰
10時～11時30分。我孫子北近セ（並
木本館）。お腹の引き締め、肩こりの
予防。 南☎080－1296－4684
▼たすけあい“うつぐみ”チャリティー
5月26日㈯、27日㈰10時～17時。アビ
イクオーレ1階エントランス。手作り雑
貨、アート、東北被災地女性が作る雑貨
の販売。 アニマ池尻☎7184－6787
▼3.11東日本大震災「復興支援の現
状を聞く」　5月27日㈰13時30分開演。
我孫子栄光教会（湖北駅南口徒歩6分）。
今手伝えることは? 今後教えられるこ
とは? 定員60人。無料。 我孫子栄
光教会・仁科宣雄☎7188－3679
▼グリーンカーテンの作り方＆ゴーヤ
苗プレゼント　5月30日㈬10時～12
時アビスタ第2学習室（ゴーヤ苗はな
くなり次第終了）。エコライフあびこ
＆時の話題。 深山☎7181－5036
または中山☎7149－7382
▼油彩・水墨・水彩の二人展　5月31
日㈭～6月9日㈯10時～17時。川越淳
子（油彩）。杉山雅則（水墨・水彩）。ギャ

〈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

ラリー芙蓉。入場無料。風景、静物、
墨仏画など0号～10号展示。 ギャラ
リー芙蓉☎7106－1369
▼東日本大震災復興支援陶炎チャリテ
ィー展　6月1日㈮～5日㈫10時～17時

（初日13時）我孫子市民プラザギャラ
リー（我孫子駅北口下車5分）陶芸作家16
人による作品展示・即売。純益は日本赤
十字社に寄付。 高間7184－5417
▼ワンコインで英会話体験会　5月18
日㈮13時～、30日㈬11時～。けやき
プラザ。外国人講師と少人数で英会話。
500円体験は1回のみ。キッズクラス
有。 イングリッシュ360°☎080－
2129－8262

やってみよう
会員・仲間募集

▼アルゼンチンタンゴダンス　㈪10
時～11時30分アビスタ、19時～20時
30分けやきプラザ、㈯19時～20時30
分湖北地区公民館。歩き方から楽しい
ダンスまで。入3000円。月5000円。

情報ひろば /市民伝言板

mailto:info@e-aira.jp
mailto:kohoku.k@chiba.email.ne.jp
mailto:kohoku.k@chiba.email.ne.jp

	7面
	情報ひろば
	イベント
	第23回我孫子さつき花季展示会
	チャリティ・フリーマーケット
	三曲協会30周年記念演奏会
	ヴィヴァ・マンドリーノ第14回　定期演奏会
	新緑をめでてティーパーティー
	柳兼子～魂の歌唱～
	我孫子市茶道連盟茶会
	山根弥生子ピアノ演奏会
	第16回 我孫子市オープンラージボール大会

	講演・講座・教室
	ACOBA Lady’s パソコン講座
	「日本語の教え方」講座
	第1回 World Cooking2012「タイ」
	こもれびまちづくり協議会そば打ち教室

	募集
	あやめまつり青空市の出店者
	鳥の博物館 大学生市民スタッフ（大学・短期大学・専門学校）


	市民伝言板
	たのしもう　講演・催し
	やってみよう　会員・仲間募集



