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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

楽

イベント
◆あびこ少年少女合唱団　見学会
日7月7日㈯9時30分～11時30分  所
中央学院大学　※詳しくはお問い合わ
せください。　 ・ あびこ少年少女
合唱団・寺内☎7188－7303
◆あびこ農産物直売所あびこん
　七夕イベント
日7月7日㈯10時～14時　※天候など
により内容を変更・中止することがあ
ります。所あびこ農産物直売所あびこ
ん　内みんなで作ろう七夕飾り（参加
者にはかき氷プレゼント）、果物など
のテント販売、農家の手作り加工品の
販売など　 あびこ農産物直売所あ
びこん☎7108－3171　
◆第39回 舞きららの会発表会
日7月7日㈯11時開演（10時30分開場）
所けやきプラザ　内舞きららの会（10
団体）会員による舞踊発表会　費無料

（全席自由）　 舞きららの会・渡辺
☎7182－1978
◆布佐南地区まちづくり協議会
　うたごえ喫茶 in FUSA 
日7月8日㈰13時30分～16時　所布佐
南近隣センター　内うたごえ喫茶　

定先着70人　費500円（飲物、茶菓付
き）　 現金を添えて布佐南近隣セン
ター窓口へ（7月5日㈭締切）　 布佐
南近隣センター☎7189－3740 
◆我孫子南まちづくり協議会
　はじめてのベビーダンス
日7月12日㈭10時～11時30分　内赤
ちゃんを抱っこしてダンスのステッ
プ。泣いていた赤ちゃんもうっとり
すやすや。講師…波田野理絵さん（日
本ベビーダンス協会認定インストラ
クター）　対・定0歳（首がすわってい
ること）～1歳ぐらいまでのお子さん
とその保護者、先着20組　費1組200
円　持抱っこひも、バスタオル、体温
計、筆記用具、赤ちゃんの着替えと水
分　所・ ・ 我孫子南近隣センター
☎7181－1011
　 World Cooking 2012 「韓国」
日7月14日㈯10時～14時（予定）　所
湖北地区公民館　内家庭で作れる代
表的な韓国料理。ユッケジャンスー
プ、ねぎのチヂミ、パッピンス（韓国
風かき氷）　講師…金

キ ム

芝
ジ ー ナ ム

男さん　定20
人（応募者多数の場合抽選）　費800円

（材料込）　持エプロン、三角巾、ふき
ん、持ち帰り用容器　 ・ 住所、
氏
ふ り が な

名、年齢、性別、電話番号を明記
し、湖北地区公民館窓口、ハガキ、フ
ァクス、Eメール。7月9日㈪（必着）。
湖北地区公民館 〒270-1122中里81
の3☎7188－4433 7188－7720
kohoku.k@chiba.email.ne.jp
◆第33回 懐メロの集い
日7月14日㈯10時30分開演（10時開
場）　所湖北地区公民館　内昭和49年
までの懐かしい歌謡曲をカラオケで
歌い、 踊り、クイズ、合唱、朗読を
交えて楽しみます。　費無料（全席自
由）　 阿部☎090－8081－7827

◆ワールドキャンパスインターナショ
　ナル（WCI）in我孫子
期間8月17日㈮～26日㈰　内海外か
ら訪れる若者と国際交流。ホストファ
ミリー・企画スタッフ・食事ボランテ
ィア・イベント参加者を募集。　説明
会7月15日㈰、8月4日㈯10時～　所
市民活動ステーション（けやきプラザ
10階・A会議室）　詳しくは http://
sumiyoi.com/　 田中☎090－6659
－3816
◆第16回 フルートコンサート
　「海の日」の午後を楽しい音楽で
日7月16日㈷14時開演（13時30分開
場）　所アビイクオーレ3階アビイホー
ル　費無料（全席自由）　出演播博さ
ん（武蔵野音楽大学元教授）ほか8人　

アビイクオーレ・青木☎7182－
1351
◆天王台北地区まちづくり協議会
　子どもサマーフェスティバル
日7月21日㈯10時30分～15時　所天
王台北近隣センター　内おもしろ理科
実験ショー、カレー（無料）、模擬店・
工作（有料）　 天王台北近隣センター
☎7182－9988
◆バンガローに泊まろうin筑波
日7月21日㈯～22日㈰　所筑波ふれあ
いの里（現地集合）　対市内在住のひ
とり親の親子20人　締切日7月7日㈯
費会員…大人3800円、子ども2800円

（非会員はプラス500円）　 ・ 住所、
親子の氏名、年齢、連絡先を記入しフ
ァクス・メールですずらんの会・古野
☎ 7183－7580 suzurannokai@
gmail.com
◆我孫子市バドミントン連盟
　第30回 夏季大会（混合ダブルス）
日7月22日㈰9時受付　所市民体育館
種目混合ダブルス　1・2部はオープ

ン、3部は連盟会員および市内在住・
在勤・在学で1・2部以外の方　費一
般1組2600円（連盟登録者1600円）小・
中・ 高 生1200円（連 盟 登 録 者1000
円）　 ・ 参加申込用紙（我孫子市
バドミントン連盟ホームページに用
意）またはハガキに大会名、（必ず男女
2人記入）、住所、氏

ふ り が な

名、性別、電話番号、
所属クラブ名（市外の方は市町村名、
学生の方は学校名、3部の方は勤務事
業所名）、種目を明記し、7月12日㈭
必着で、〒270－1175青山台4の9の
15岡信幸☎7184－8108（18時以降）
◆市民ソフトボール大会
日7月22日㈰（予備日29日㈰）8時受付
所河川敷球場　種目男子の部（12チー
ム）、女子の部（4チーム）　費1チーム
5000円　※7月14日㈯18時から市民
体育館で代表者会議を開催します。　

・ ハガキに大会名、チーム名、種
目、代表者の住所、氏名を明記し、
7月10日㈫必着で〒270－1121中峠
3066の24古内新一☎7187－0750
◆我孫子南まちづくり協議会 第6回 子育て
　 講座　初めての夏休み読書感想文は大丈夫?
日7月24日㈫10時～11時30分　内絵
本の読み聞かせ、紙芝居と本の紹介。
講師…読み聞かせグループ　ぐりと
ぐらのへや　対・定新1年生とその保
護者（先着10組）　費無料　持筆記用
具　所・ ・ 7月1日㈰9時より受付。
我孫子南近隣センター☎7181－1011
◆流山子どもミュージカル
　第9回公演「ピエロ人形の詩」
日7月24日㈫13時開演（12時30分開
場）、16時30分開演（16時開場）　所流
山市文化会館　入場料前売り1300円、
当日1800円（全席自由）　入場券販売
紀伊國屋書店流山おおたかの森店　

流山子どもミュージカル・坂巻☎

たのしもう
講演・催し

▼世界の万華鏡展
7月1日㈰～8月4日㈯10時～18時。世
界の人形館。市内在住の万華鏡作家、
村越通浩さんの作品ほか。無料。（ただ
し要予約） 髙☎7184－4745
▼ボサノバコンサート　7月5日㈭13
時～。アビスタ。「イパネマの娘」など。
出演…神代充史さん（フリューゲルホ
ルン）ほか。　定先着100人。　費700
円。 ・ ふれあい塾あびこ・足助☎

7183－3603
▼呼吸法（ヨーガ）無料体験会　7月6
日㈮10時～11時20分。天王台北近セ。
頭スッキリ、体もスッキリ！　 鈴木

☎090－2909－2320
▼「囲碁の楽しみ方」「税金と国家観」　
7月7日㈯13時～。アビスタ。講師…
吉川弘人（日本棋院囲碁5段・元大学
租税法教授・税理士）　定先着20人（無
料）　 事務局☎7183－0494
▼占いクラブ（人生相談）その他　7月
7日 ㈯・8日 ㈰ 18時 ～21時、22日 ㈰
12時～15時。アビスタ。参加費無料。

松
し ょ う き

木☎7188－9430
▼平成研究会第204回公開講演会　7
月11日㈬13時開場。アビスタ。「マリ
アルース号事件と二つの解放令－明治
初年の人権感覚」　講師…佐藤章さん

（会員）　定先着48人。無料。 事務局・
中村☎7187－2934
▼島田猛作陶展　7月12日㈭～21日
㈯10時～17時。ギャラリー芙蓉。入

無料。日常使いの器を中心に絵柄を施
した花入れ、大皿、壺など気品とあた
たかみのある陶芸品展示。 ギャラ
リー芙蓉☎7106－1369
▼手賀沼ウオーキング教室　7月14日
㈯、8月11日㈯9時30分～13時15分。
受付アビスタ横東屋。費各300円（資
料、保険）。実践5㎞。 千葉県ウオー
キング協会・須藤☎7184－6204
▼「サーカス村裏通り」の著者が語る、
ファンタスティックに生きる！　7月
23日㈪13時～。アビスタ。講演…久
田恵さん（ノンフィクション作家）　無
料。定先着100人。 ふれあい塾あび
こ・足助☎ 7183－3603
▼広島の平和の火を掲げ一緒に走りま
せんか？　反核平和の火リレーマラソ
ンランナー募集。7月25日㈬8時我孫
子駅北口出発、10時30分我孫子駅到
着予定。無料（軽食付）。 実行委員
会☎7188－0007
▼アロマ・ボランティア養成講座　7月
28日㈯、8月25日㈯13時～17時。 け
やきプラザ。両日とも受講できる方。
費5000円（別途教材費2300円）。 ホ
スピスケアを広める会☎7163－0634
▼「音夢の会」尺八・琵

び わ

琶発表会　7月

〈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

29日㈰12時開演（17時終了）。あびこ
市民プラザ。市内在住、坂田梁山・美
子氏の門下生による尺八と琵琶の発
表会。入場無料。 久保田☎090－
1618－8951

やってみよう
会員・仲間募集

▼墨彩画会墨絵教室　毎月第4㈬13時
～16時。湖北台西小学校地域交流教
室。初心者歓迎。四季折々の野の花な
どを色紙、ハガキに墨顔彩で描いてみ
ませんか。入1500円、月2000円。
赤坂☎7187－2167
▼我孫子朗読劇の会　毎月第3㈭18時
～21時。我孫子南近セ。〈声に出して
演じる〉楽しく元気の出る会です。講
師…貝山武久さん（演出家）。入1000
円、月1000円、年1000円。 渡辺☎

7185－3536
▼英語で対話を楽しむ会　毎週㈯9時
30分～12時。新木近セほか。様々な
トピックを楽しく建設的に語り合いま
す。なるべくやさしくわかりやすい英
語で話すことを目標とします。無料。

Yagiu☎080－5069－6773

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
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