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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9回 歌謡文化フェスティバル
　チャリティコンサート
日7月1日㈰9時45分開演（9時開場）　
所けやきプラザ（無料、全席自由）　内
歌と踊りの特別企画。ゲスト…北野
都、レビューレプラカン歌劇団　
我孫子市歌謡文化同好会（虹）・岩鼻☎
7183－1934
◆野口雨情を偲んで～
日7月1日㈰13時開演（12時30分開場）
所天王台北近隣センター（無料、全席
自由）　内野口雨情の曲（知られざる
名曲）山椒の木、牧場の子牛、蛙の夜回
り、四丁目の犬ほか　出演者…我孫子
童謡を歌う会　 前原☎7184－6361
◆第35回 湖北ミニコンサート
日7月1日㈰13時30分開演（13時開場）
所湖北地区公民館（無料、全席自由）　
内地域に密着して35周年を迎えた音
楽会です。今年は14団体が出演し独
唱、マンドリン演奏、アコーディオン
演奏、コカリナ演奏、大正琴演奏、男
声合唱、女声合唱、混声合唱など多彩
な音楽を楽しめます。出演者…（ソプ
ラノ独唱・テノール独唱）篠川恵子、
木村禧夫ほか　 湖北ミニコンサー
ト・山下☎7188－1673
◆第55回 千葉県母親大会
日7月8日㈰10時～15時30分　所成田
国際文化会館（保育あり）　内午前の部

…エイサー、運動交流のひろば　午後
の部…フラダンス、講演『放射能とど
う向き合うか』など　費会員券1000円、
弁当500円（弁当は事前申込）　 第55
回千葉県母親大会実行委員会☎043－
273－3844 043－273－2961
◆市民ゴルフ大会（兼県民大会代表選考会）
日7月24日㈫　所藤ヶ谷カントリーク
ラブ　競技方法18ホール（新ぺリア方
式）　対市内在住の方100人（応募多数
の場合は抽選）　参加費2000円（別途
プレー費・昼食・キャディー費約1万
5000円）　 往復ハガキ（1人1枚）に
大会名、郵便番号、住所、氏名、性別、
電話番号、ハンディキャップを明記
し、6月24日㈰（必着）までに〒270－
1163久寺家357鈴木正己宛（返信用
ハガキの名前に様でお願いします）　

山崎☎7184－5941
◆第11回 児玉洋介テノールリサイタル
　「心の旅」
日7月27日㈮19時開演（18時15分開場）
所けやきプラザ（全席自由）　内シュー
ベルト「冬の旅」、宮城道雄「春の海」、
日本歌曲ほか　出演者…（テノール）
児玉洋介、（尺八）坂田梁山、（箏）稲葉
美和、（ピアノ）長町順史　費①一般当
日2900円、前売り2700円②学生当日
1900円、前売り1700円　入場券販売
所ふでや化粧品店、けやきプラザ1階
喫茶ぽぽら、伊藤楽器松戸店　 児玉
洋介後援会・児玉☎7182－1623

講演・講座・教室
◆新木地区まちづくり協議会「文化講
　演会～箱根駅伝とチームづくり～」
日6月24日㈰10時～12時　所新木近
隣センター（無料）。内箱根駅伝の常
連校として、地元に期待されている中
央学院大学の箱根駅伝にまつわるエピ
ソードなど。講師…川崎勇二さん（中
央学院大学陸上競技部監督）　定当日
先着100人　 新木近隣センター☎
7188－2010

◆市史研第10回「古文書解読講座」　
　（全4回）
日7月6日㈮・12日㈭・19日㈭・26日
㈭9時30分～11時30分　所我孫子北
近隣センター並木本館　定35人（要申
込）　費1500円（資料代含む、1回で
も同額）　教材市内旧家文書　 往復
ハガキの往信裏面に氏

ふ り が な

名、郵便番号、
住所、電話番号を、復信表面にご自分
の宛名を記入の上〒270－1132湖北
台5の15の17岡本方市史研事務局宛。
メールの場合は、氏

ふ り が な

名、郵便番号、住所、
電話番号を記入の上gasonsi@jcom.
home.ne.jp　 品田☎7182－1861
◆普通救命講習Ⅲ 応急手当の知識・
　技術を学びましょう　
日7月8日㈰9時～12時　所我孫子市消
防本部（無料）　内主に小児・乳児・新生
児に対する心肺蘇生法、AEDの使用
方法、大出血時の止血法等応急手当全
般の役立つ知識・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、修了証を交付します）　対市内在住・
在勤・在学の方先着30人　 ・ 直接
または電話で消防本部警防課☎7181
－7701（6月18日㈪～、土・日曜、祝日
を除く平日9時～17時）

募　集
◆時間外保育士（急募）
任用期間6月25日から平成25年3月
31日まで（更新有）　勤務日時月～金
曜 日 … 午 前7時 ～8時30分、16時30
分～19時、土曜日…午前7時～午後17
時　勤務場所市立湖北台保育園（湖北
台3の1の16）　勤務内容時間外保育
時間の保育補助業務　対保育の仕事に
意欲のある健康な方・5人（資格要件
なし・年齢不問）　賃金時給990円（別
途通勤手当あり）　選考方法面接　
窓口にて市指定の履歴書（保育課に用
意）に必要事項記入のうえ、写真（3cm
×4cm）を添付し、提出。 保育課☎
7185－1490（直通）、湖北台保育園☎

7188－2405
◆あらき園臨時栄養士
雇用期間7月から6か月間（25年5月
まで更新あり）週3日（月～金曜日で
あらき園の指定する日）9時～15時45
分　勤務場所あらき園　勤務内容給
食の献立作成、栄養管理　定1人　賃
金時給1200円　選考方法面接　 郵
送または持参。履歴書（写真貼

ち ょ う ふ

付）に
必要事項を明記の上、6月22日㈮必着
で〒270－1112新木1637あらき園☎
7185－2459
◆あびこ市民活動ステーションの
　スタッフ（臨時職員）
雇用期間8月1日㈬～平成25年1月31
日㈭。土日を含む週3日以上勤務。①
8時45分～午後1時②12時45分～17
時15分 ③17時 ～21時15分　 勤 務 場
所あびこ市民活動ステーション（けや
きプラザ10階）　内受付業務等　定2
人　選考方法書類及び面接（ワードや
エクセルなどのパソコン操作のできる
方）　賃金時給830円（通勤手当別途支
給）　 ・ 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、市民活動の経験等を明記
し、6月29日㈮必着。市民活動支援課
☎7185－1467
◆夏休み期間のアシスタント（臨時職員）
　あびっ子クラブおよび学童保育室で
は、アシスタント（臨時職員）として働
きたい方を募集します。任用期間7月
17日㈫ ～8月31日 ㈮。7時45分 ～19
時までの間で必要な時間（5時間程度）
勤務場所市内のあびっ子クラブ・学童
保育室　賃金時給880円（距離に応じ
て通勤手当別途支給）　資格要件18歳
以上で児童に携わる仕事に意欲のあ
る健康な方（受付時に簡単な面接を実
施）　申込方法履歴書（写真貼

ち ょ う ふ

付）を6
月29日㈮17時までに持参。　 ・ 子
ども支援課（西別館2階）・内線449
◆市民活動フェア 参加団体＆名称
　12月1日㈯、2日㈰に開催する市民
活動フェアの参加団体と新たな名称を

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

▼始めましょう楽しい社交ダンス♪無
料体験　6月17日・24日、7月1日㈰9
時30分から1時間。ダンスシューズま
たは靴下で。テキスト1000円。アビ
スタ。主ハッピーフレンズ鳥居☎090
－8004－3166 
▼パソコン市民講座　フリーソフト
で好みの音楽をダウンロードしCDを
作る。6月28日㈭13時30分、我孫子
南近セ8階。定10人。費1000円。 ・

パソコン楽しみ隊・川口☎7182－
1528
▼NPO千葉県成年後見支援センター
無料相談会　6月28日㈭13時30分～
16時。近セこもれび。認知症や知的
障害など判断能力が不十分な方の財産
管理や身上監護でお困りの方。 佐
藤☎7181－5132
▼社交ダンス2012年日本インター
決勝規定フィガー（Q）講習と練習会　
6月29日㈮12時半～14時半。アビス
タ1階ホール。費500円。テキスト付。

ミモザ（芳賀）☎7184－9208 
▼富士山登山教室　8月27日㈪・28日

㈫。定7名、費20000円（交通費、小屋
代含む）。8月27日㈪我孫子駅6時。説
明会有。 ・ ハガキにて〒270－
1176柴崎台3の23の15の104伊東伸
悟宛☎090-4724-7754

やってみよう
会員・仲間募集

▼社交ダンスをご一緒に練習しません
か　曜日により初級から上級まである
同好会です。レッスンプロの講師に基
本を大切に習っています。お問い合わ
せの上見学に来てください。 大塚
☎7183－8116　
▼中高年の健康体操　毎週㈪15時～
16時30分。根戸近セほか。健康のた
めのストレッチ＆リズム体操。初心
者歓迎。無料体験有。入2000円。月
3000円。 鈴木☎7184－7772
▼あびこシニアクラブ（定年男性の
み）例会　毎月第3㈫13時30分～。年

〈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

2000円。入1000円。ボランティアあ
り、クラブ活動（太極拳、自彊術、麻
雀、ゴルフ、囲碁、料理など多数）。
市川☎7187－0880
▼フラダンス（シニア）　軽快なハワ
イアンの調べで楽しい仲間と心身共
にリラックス♪　毎月第1・3㈭10時
～11時30分、我孫子南近セ、月2000
円。体験6月21日㈭10時～。 水上
☎7184－2869
▼公益社団法人日本吟道学院認可
「尚

しょう ぶ ん ぎ ん ゆ う か い

文吟友会」仲間になりませんか　
大きな声で楽しく健康のために。毎
月3回㈭13時30分～16時。初心者歓
迎。湖北台近セ。月2000円。 内田
☎7149－4066
▼布佐松

しょうとうかん

濤館（空手道）　毎週㈯9時～
11時。布佐南小学校体育館ほか。子
どもから大人まで心身の向上、健康維
持、体力向上に。見学自由。月2000円。

NPO法人日本空手道協会・常
つ ね み

見☎
7149－1541

情報ひろば /市民伝言板
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