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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
◆我孫子南まちづくり協議会　
　夏休み親子企画
①書を楽しみましょう　日8月1日㈬
10時～11時30分　費200円（紙代）持
新聞紙、雑巾、書道具、上ばき　②い
けばなでアートを楽しみましょう　日
8月1日㈬13時～14時30分　費300円

（花材代）　持はさみ、持ち帰り用袋、
雑巾、ホチキス、ペットボトル（500ml）
容器1本、上ばき　③親子で折り紙体
験　日8月3日㈮10時～11時30分　費
200円（紙代）　持上ばき　④親子でス
トリートダンスを楽しもう　日8月3
日㈮13時～14時30分　持動きやすい
服装、上ばき用スニーカー、タオル、
水　〈共通〉定各先着30人　締切日7月
30日㈪　所・ 我孫子南近隣センター
☎7181－1011
楽我孫子市寄贈絵画展
日7月20日㈮～8月14日㈫、会場の開
館時間内で公開。所我孫子北近隣セン
ター並木本館・つくし野館（入場無料）
※駐車場はありません。公共交通機関
をお使いください。内市に寄贈された
絵画の展示・岡田正二ほか　 文化・
スポーツ課☎7185－1601
◆我孫子の起業家を応援！
　第10回 市民チャレンジショップ
日7月20日㈮・21日㈯10時～18時　
所アビイクオーレ（イトーヨーカドー
我孫子南口店）1階エントランス　内市

内の起業家による成果品の即売（手作
りアクセサリー、輸入雑貨・子ども服、
皮靴ほか多数）　 NPO法人ACOBA・
桒田☎7181－9701、 7185－2241、

rkuwada@jcom.home.ne.jp
◆サマーフェスタin下総・オープンスクール
日7月21日㈯9時～16時　所海上自衛
隊下総航空基地　内サマーフェスタin
下総…スポーツ大会、航空機展示、花
電車試乗、管制塔見学、ミニP－3C展
示など　オープンスクール…航空機の
実習装置体験教室、おもしろ体験教室、
消防放水体験教室など。ペット不可（補
助犬は可）　 海上自衛隊下総航空基
地・天野☎7191－2321
◆エネルギーについて考えよう！ 映画
　「シェーナウの想い」上映会とセミナー
日7月22日㈰19時～21時　所我孫子
南近隣センター　内エネルギーや節電
について楽しく学ぶセミナーの後、市
民による自然エネルギー会社設立の
記録映画上映。定先着100人　費500
円　 ・ 電話・ファクスで7月20日
㈮までにNPO法人ACOBA☎7181－
9700、 7185－2241
◆手賀沼探検隊2012
　「手賀沼のほとりで夏の1日を楽しもう」
日7月27日㈮10時～19時30分（荒天
時はプログラム変更）　所手賀沼親水
広場集合　アビスタ解散　内船上見学
からエコ・クラフト、夕食作り　対
小・中学生30人（応募者多数抽選）　
費1000円　 ・ 往復ハガキに住所・
氏名・学年・連絡先を明記（家族のみ
連記可）し、7月19日㈭までに〒270
－1138下ヶ戸730の2我孫子市子ども
会育成連絡協議会事務局・梅谷☎080
－5515－0261　
◆第35回 安心安全なまちづくり千葉
　土建の住宅デー
日7月29日㈰10時～14時（雨天実施）
所手賀沼公園、天王台西公園、湖北台
6号公園、気象台記念公園　内住まい
の相談、耐震相談、除染の相談、子ど
も対象の工作教室など　後援国土交通
省、我孫子市など　 千葉土建一般

労働組合我孫子支部☎7185－9314
◆我孫子市結婚相談所　お見合いパー
　ティー　婚活！出会いのチャンス！
日8月25日㈯16時～19時（15時30分受
付）　所ナプシャルズ日本閣南柏　対
男女各20人（応募者多数時抽選）、男
性33歳～50歳、女性30歳～45歳　費
男性6500円、女性5500円　 ・ 電
話・Eメール（7月31日㈫17時まで）我孫
子市社会福祉協議会☎7184－1539、

wedding@abiko-shakyo.com
◆夏の夜の夢！石井幸枝　オカリナ・
　フルートの夕べ
日8月1日㈬19時開演（18時30分開場
所我孫子南近隣センター　内アヴェ・
マリア（カッチーニ）、魔笛（モーツ
ァルト）、コンドルは飛んでいくほ
か　 定50人　 費 前 売2000円、 当日
2300円　 NPO法人ACOBA☎7181
－9701、 7185－2241
◆久寺家地区まちづくり協議会
　みんなの夏まつり
日8月5日㈰14時～19時　所久寺家近
隣センター（参加無料）　内こども広
場、流しそうめん、スイカ割り、こど
も神

み こ し

輿、こども太鼓と我孫子河童太鼓、
盆踊り、大抽選会　 久寺家近隣セ
ンター☎7179－1166
◆市民大会　硬式テニス（ダブルス）
日9月17日㈷（雨天時は9月22日㈷）　
所市民体育館テニスコ－ト　種目男
子ダブルス（一般、45歳以上、60歳以
上）、女子ダブルス（Ａクラス、Ｂクラ
ス）※申し込みは一種目のみ　対市内
在住・在勤・在学、または我孫子市
テニス連盟加盟団体の登録者　費1組
1500円（当日徴収）　 Eメールで8
月16日㈭必着。件名は「市民大会ダブ
ルス出場申込」、本文に種目名、氏名、
所属、住所、年齢（年齢別に申し込
む場合）、電話番号を明記し、info@
abkta.main.jp（岩元）まで。※在勤・
在学の方は必ず勤務先または学校名を
明記。※詳しくは我孫子市テニス連
盟のホームページを参照。　 岩元☎
080－5039－8623

◆第8回 鳥と楽しむまち我孫子絵画
　コンテストin2012
テーマ「人と鳥、自然との絆」①オリジ
ナル作品②NPO住み良いまちづくり
研究所のキャラクター（バンくん、バ
ン子ちゃん）を使った作品　応募規定
八つ切りサイズ（壁面展示が可能な作
品に限る）。※作品中央下に、学校名、
氏名、学年を明記し貼

ち ょ う ふ

付。賞アメリ
カ近代美術研修7日間ほか　 作品の
裏面に住所・氏名・電話番号・性別・
年齢（学年）を明記し、郵送で〒270
－1165並木7の3の2NPO住み良いま
ちづくり研究所「鳥と楽しむまち我孫
子絵画コンテスト」係（9月15日㈯消印
有効）　 田中☎090－6659－3816

講演・講座・教室
◆動物愛護センター・親子体験教室
日①7月28日㈯②8月1日㈬③8月8日
㈬ ④8月15日 ㈬ ⑤8月25日 ㈯13時 ～
14時30分　所千葉県動物愛護セン
ター（富里市）　内親子で犬のしつけに
チャレンジなど　※当日は犬にさわれ
る服装で。対・定小学校4～6年生まで
のお子さんと保護者各先着5組（保護者
送迎の場合、小学生のみでも参加可）　
費無料　 ・ 7月17日㈫から各開催
日前日まで動物愛護センター☎0476
－93－5711（平日9時～17時）
◆湖北座会創立30周年記念講演会
　「ここまでわかった！古代の湖北」
日8月5日 ㈰14時 ～15時30分　 所 湖
北地区公民館（入場無料）　内発掘調
査などを通じて判明した古代の湖北
地区について。講師…辻史郎（市教育
委員会）　定先着60人　 藤掛省吾☎
7188－2576

募　集
◆「第11回 天王台ふれあい夏まつり」
　出店者
日8月18日㈯13時～21時（雨天時8月
19日㈰）　対近隣の商店、市民　出店

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

▼放射線と食と除染についてと一般の
話　7月16日㈷12時～15時。アビス
タ。講師…松木順之。 松木☎090－
5311－9662
▼ワイワイギャギャの会－未婚・再婚
シニア～シルバー集まれ－　7月21日㈯
12時～15時、22日㈰15時～18時。ア
ビスタ。 滝野☎090－4937－7235

▼「我孫子平和行進」のご案内　7月21
日㈯9時～11時30分（8時50分集合）。
東我孫子駅集合～手賀沼公園解散（無
料）。小雨実施。誰でも参加できます。

加藤☎7189－1781
▼長唄三味線体験教室　7月24日㈫
14時～17時。我孫子南近セ。どなた
でもお気軽にご参加ください。 和

わ き

季
の会・杵

き ね や

屋和
わ き

季☎7185－9862、090
－9132－1392
▼向後寛治写真展（5タイトル展）　
7月26日㈭ ～8月4日㈯10時 ～17時。

ギャラリー芙蓉（入場無料）。身近な
自然芸術。風景、鳥、猫、子どもを
テーマに撮影した感動する作品展示。

ギャラリー芙蓉☎7106－1369
▼第32回林奏楽会演奏会　7月27日
㈮13時開場、13時30分開演。あびこ
市民プラザ（入場無料）。情熱のマリ
アッチ、サライ、リンゴの唄ほか様々
なジャンルの曲を演奏。 林☎7186
－0346
▼コーロ・トゥッティ　ファーストコン
サート　7月28日㈯14時～（13時30分
開場）。アミュゼ柏。女声合唱による「月
の角笛」ほか全4ステージ。費500円。

伊藤☎7134－1442
▼久遠苑納涼大会　7月28日㈯18時
～20時。特別養護老人ホーム久遠苑
庭。盆踊り、模擬店、アトラクショ
ン、花火あります。 久遠苑☎7187
－3141

〈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

▼湖北台東部地区合同盆踊り大会　
7月28日㈯・29日㈰18時～（小雨実
施）。湖北台3号公園（湖北駅南口徒歩
5分）※車来場不可。 事務局☎070－
5020－3367
▼宇野隆精密画展　7月28日㈯・29日
㈰10時～19時。アビイクオーレ1階
エントランス。集大成とアンティーク
＆雑貨。 宇野☎7188－9591
▼文化講演会　映画「道～白磁の人」
の歩みと思い　7月29日㈰16時～。ア
ビスタ。費500円。浅川巧の映画完成
にかけた思い。講師…李春浩さん。
日韓研・三橋☎090－5806－0016
▼スウェーデンセミナー　7月30日㈪
13時～16時。けやきプラザ10階A室。
スウェーデンの住宅とメディアおよび
日本の各界各層のスウェーデンの印象
記。費500円。 ・ 上原☎7184－
5322

情報ひろば /市民伝言板
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