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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
◆県立我孫子特別支援学校「学校見学会」
日6月4日㈪・5日㈫9時20分～11時50
分　所県立我孫子特別支援学校　内施
設、授業など校内参観　 県立我孫子
特別支援学校・田村☎7187－0831
◆男声合唱団アンサンブル・レオーネ
　第７回演奏会
日6月10日㈰14時～（開場13時15分）
所けやきプラザ　内男声合唱組曲「東
京景物詩」、世界の歌「Die Nacht」、
混声合唱名曲撰「水のいのち」、日本
の歌「乾杯」ほか　出演…男声合唱団
アンサンブル・レオーネ、（指揮）唐沢
昌伸さん、（ピアノ）村田由美さん、（賛
助出演）女声合唱団「葦笛」、「ミュー
ズ」ほか　費1000円（全席自由）　入
場券販売福祉ショップぽぽら、東京事
務器　 織山☎7187－2276、山下☎
7188－1673
◆我孫子北まちづくり協議会 
　第４回なつかしの名画鑑賞会　
日①6月15日②22日いずれも㈮13時
30分～（開場13時）　所我孫子北近隣
センター①並木本館②つくし野館　
内「緑園の天使」（エリザベス・テイラー

主演）　定①先着120人②先着50人　
費無料　 我孫子北近隣センター①
並木本館☎7157－4517②つくし野館
☎7157－4085
◆婚活パーティ
日6月16日㈯13時30分～16時（受付13
時15分）　所我孫子南近隣センター　
対・定25歳～39歳までの男女先着各
10人　費男性2000円、女性1000円　

・ 電話、ファクス、Eメールで氏
名、年齢、連絡先を明示し、6月10日
㈰までにNPO法人婚活支援センター
ハッピーサイズ・谷津☎7184－1909

7184－1986 happysiz@taupe.
plala.or.jp
◆第106回 史跡文学散歩
　旧我孫子宿と楚人冠記念館を訪ねる
日6月17日㈰　我孫子駅南口9時集合
12時解散（小雨実施）　内我孫子駅南
口～山一林組跡～我孫子宿名主邸～本
陣跡～問屋跡～血脇守之助生家跡～明
治天皇宿泊所～香取神社～大光寺～杉
村楚人冠記念館　費500円（非会員）　

・ 我孫子の文化を守る会・越岡
☎ 7184－2047
◆30周年記念 女声合唱団布佐ポピー
　ズ演奏会～自然・人・愛～
日6月17日㈰14時開演（13時30分開
場）　所けやきプラザ　内「愛する歌」
より、組曲「遠い秋」、「ジブリ」の世
界より、組曲「富山に伝わる三つの民
謡」　出演…（指揮）國土潤一さん、（ピ
アノ）中村文美さん、（打楽器）針生公
博さん、（合唱）女声合唱団布佐ポピー
ズ　費800円（全席自由）　 女声合唱
団布佐ポピーズ・岩堀☎7189－0145
◆我孫子北まちづくり協議会
　シフォンケーキを作りましょう!
日6月18日㈪午前の部10時～12時、午
後の部13時～15時　内シフォンケー

キを作る　定先着各10人（計20人）　
費700円（試食会・おみやげ付き）　
6月10日㈰～電話で　所・ 我孫子北
近隣センター並木本館☎7157－4517
◆我孫子市民フィルハーモニー管弦楽団
　第31回 定期演奏会
日6月23日㈯・24日㈰両日とも14時
開演（13時30分開場）　所けやきプラ
ザ　内シベリウス「交響曲第1番」、
チャイコフスキー「バイオリン協奏曲
二長調」、モーツァルト歌劇「フィガ
ロの結婚」序曲　出演…（指揮）冨平恭
平さん、（バイオリン）三浦章宏さん　
費1000円（全席自由）　入場券販売ミ
リオン楽器我孫子店、東京事務器、け
やきプラザ1階ぽぽら、スカイプラザ
柏・浅野書店、アビイクオーレ松井書
店　 北川☎7139－1353
◆「ゆかた」着てみませんか
日7月1日 ㈰ ①10時15分 ～12時15分
②13時15分～15時15分　所あびこ市
民プラザ内ゆかたを自分で着る方法
と 半 巾 帯 の 結 び 方　 定 各15人　 費
500円　持ゆかた、下着、半巾帯、腰ひ
も、ユナベルト、コーリンベルト、前
板、タオル2枚、伊達締め　 ・ 6月
15日㈮までに我孫子きもの教育協会・
田口☎ 7183－2376
◆我孫子南まちづくり協議会
　ストレッチと筋トレ体験
日7月6日㈮13時30分～15時　内日ご
ろの体力を養い健康な身体をつくる

「ストレッチと筋トレ体験」　定先着30
人　費無料　持上履き（スリッパ不可）、
タオル、飲み物　 6月1日㈮9時～受
付　所・ 我孫子南近隣センター（け
やきプラザ9階）☎7181－1011

◆新木地区まちづくり協議会
　「料理セミナー」
日6月17日㈰13時～15時　所新木近
隣センター・調理室　内タルトを生地
から作る。講師…川上恵子さん　定先
着16人　費800円　持エプロン、三角
巾、食器用ふきん、手拭

ふ

き、筆記用具　
・ 6月13日㈬までに新木近隣セン

ター☎7188－2010
◆ネットショップオープンサポートセ
　ミナー～我孫子から世界へ～
日6月19日㈫19時～20時40分（開場18
時30分）　所あびこ市民プラザ　内メ
リット・デメリットの説明、開店まで
の手続き、開店後の経営戦略、インター
ネットショッピングモール出店料補助
金について　講師…株式会社楽天市場
事業部担当者　定先着150人　費無料

・ 我孫子市商工会☎7182－3131
◆アラカルト新じゃがいも料理教室
日6月22日㈮10時～13時　所我孫子
南近隣センター　定先着20人　費300
円　持エプロン、ふきん、メモ帳　
・ 電話であびこ型「地産地消」推進
協議会事務局☎7128－7770（月・火・
木曜の9時～17時）
◆上級救命講習　
日6月23日㈯9時～17時30分（荒天中
止）　所消防本部大会議室　内救命手
当（心肺蘇

そ せ い

生法、AEDの使用法）、出
血時の止血法などの役立つ知識・技術
の習得。（講習終了後に救命技能適正
と認められた方には修了証を交付）　
対・定市内在住・在勤・在学の方、
先着30人　費無料　※昼食持参。　
・ 直接または電話で消防本部警防課
☎7181－7701（直通）（土・日曜、祝
日を除く平日9時～17時）
◆布佐南地区まちづくり協議会
　そば打ち講習会

講演・講座・教室

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

▼女性のためのこころのケア講座　6月
2日㈯・5日㈫13時30分～15時30分。我
孫子北近セ並木本館。「世間の枠」と私ら
しさ。費500円。 ・ グループ・ラパン
☎090－1534－8905（10時～20時）
▼我孫子ご当地ぐるめ「トマトスープ
ごはん」アロハフェスタに出店決定　
6月2日㈯10時～。手賀沼公園広場。
限定300食。当日アロハバージョンあ
り。 ご当地ぐるめ研究会・高木☎
090－4543－5110
▼あびこ楽しく歌う講座　6月4日㈪
18時～19時30分。天王台北近セ。息
と発声からイタリアや日本の歌を歌い
ましょう。初心者歓迎。体験無料。

高木☎080－5683－1080
▼いきいき健康体操無料体験会　6月
4日・11日・18日㈪13時～14時30分。
湖北地区公民館第2会議室。身体のゆ
がみを整えながら楽しく体操します。
運動が苦手な方でもOKです。 久保
☎7183－8155
▼教育・子育て懇談会　6月5日㈫10
時開会。DVD「放射能内部被曝

ば く

から
子どもを守るために」上映。あびこ市
民プラザ和室。参加費無料。 田村☎
7189－1404
▼社交ダンス楽しい無料講習会　6
月5日㈫13時～湖北台近セ。6月12日
㈫15時～アビスタ。6月19日㈫9時～
近セこもれび。各1時間。テキスト代
1000円。プロが優しく指導。 ラッ
キーフレンズ・坂巻☎090－3962－
2751

▼ダンスパーティー　6月5日㈫13時30
分～16時30分。けやきプラザふれあ
いホール。費500円。 小澤☎7184－
8461
▼白山書写サークル作品展　6月7日
㈭～9日㈯10時30分～16時30分。ペ
ン字、かきかた、筆ペン、毛筆の小作
品展。本町ビル2階（本町1の6の12）。

大田☎080－3471－5134
▼「英語であそぼう」　6月8日㈮・13
日㈬10時30分～、そらいろのいえ（高
野山）。英語の歌やおはなしあそび。
2歳くらいの親子。無料。 ・ 村田
☎7133－9567、090－2560－8402
▼放射線と食と除染と一般の話し　
6月9日㈯12時～15時、16日㈯15時～
18時。アビスタ第4学習室。参加無料。
定員各24人。講師…松

し ょ う き

木順
の り ゆ き

之。 松木
☎7188－9430、090－5311－9662
▼第1回りんどう＆キャラⅡ合同カラ
オケ発表会　6月10日㈰9時30分開演。
湖北地区公民館。入場無料。カラオケ
による歌謡曲などの発表会。 カラ
オケサークルりんどう・計

け い ら

良☎7184
－9535
▼㈳我孫子青年会議所講演会　講師…
元関脇貴闘力関「人生これからや！」

〈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

6月10日㈰12時45分受付。アビスタ
ホール。参加費無料、事前登録制、先
着100名。 090－ －7362
▼気功・身心健康セミナー　6月10日
㈰13時10分～受付。近セこもれび。「よ
り快適に楽しく生活するために」。講
師…月

げ っ し ん か い

辰会整骨院院長。先着30人（要
予約、6月8日㈮締切）。資料代300円。

・ 山中☎7183－6459
▼講演会「続・我孫子周辺の戦国時
代」　6月10日㈰14時50分～16時。ア
ビイホール（イトーヨーカドー我孫子
南口店3階）。無料・予約不要。講師
…間宮正光氏。 我孫子稲

と う も ん か い

門会・本橋
☎7182－4187
▼ストレッチングと健康体操無料体
験　6月12日 ㈫14時 ～15時15分。 新
木近セ1階和室。定員10人。 ハナワ
☎090－7941－5452
▼プリザーブドフラワー　6月14日㈭・
21日㈭・26日㈫・30日㈯の中から月
1回13時30分～17時。けやきプラザ。
費3800円（材料費込）。はさみ、紙袋
持参。 関口☎080－1045－1906
▼ストレッチ体操無料体験会　6月15
日・22日・29日㈮10時～11時30分。
我孫子南近セ。楽しく体操してみませ
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