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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
◆あびこ農産物直売所あびこん
　夏まつり
日8月4日㈯10時～14時30分※荒天中
止　内すいか割り、ビニールプールで
水遊び、新鮮な夏野菜の販売、果物な
どのテント販売ほか※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☎7108－3171
◆我孫子北まちづくり協議会
①夏のフェスティバル　日8月4日㈯・
5日㈰10時～16時　所我孫子北近隣
センター並木本館　内和太鼓、クラ
シックバレエなどの発表　
②こどもおたのしみ会　日8月25日
㈯10時～15時　所我孫子北近隣セン
ターつくし野館　内手づくりおもちゃ
で遊ぼう（10時～12時、ゴム鉄砲・紙
ヒコーキ・折り紙・パソコンお絵か
きほか）映画・紙芝居・人形劇（13時
～15時）。※ポップコーンの無料配布
あり　費①②とも入場無料　 我孫
子北近隣センター並木本館☎7157－
4517
◆中央学院高校　書道・華道合同展示会
日8月4日㈯12時～17時・5日㈰11時
～17時　所あびこ市民プラザ　内中
央学院高校の生徒による書道と生け
花の合同展示会　費無料　 文化・ス
ポーツ課☎7185－1601
◆我孫子吹奏楽団
　真夏のコンサート2012
日8月5日㈰14時開演（13時30分開場）

所けやきプラザ　内歌劇『運命の力』
序曲（ヴェルディ）、たなばた（酒

さ か い

井
格
いたる

）アメリカン・グラフィティ22～遥
かなる西部に寄せてほか　出演…我
孫子吹奏楽団、（指揮）近藤裕明さん　
費①一般400円②中・高校生200円③
小学生以下無料　 我孫子吹奏楽団・
中村☎080－3472－8420
◆ふさの風まちづくり協議会
　第４回「ふさの風サマーコンサート」
日8月5日㈰15時～（14時30分開演）　
所近隣センターふさの風・多目的ホー
ル　内我孫子市民フィルハーモニー
管弦楽団コンサート　定当日先着110
人　費無料　 近隣センターふさの
風☎7181－6211
◆いずみお絵かき教室
　第6回 ちびっ子展
日8月16日㈭ ～29日 ㈬9時 ～21時　
所近隣センターこもれび・ストリート
ギャラリー（入場無料）　内いずみお
絵かき教室の生徒（園児・小学生）20
人が描いた水彩画100点を展示。
いずみお絵かき教室・山口☎7182－
4320
◆我孫子南まちづくり協議会
　サマーフェスティバル
日8月18日㈯・19日㈰　内発表：（18
日10時30分～15時）…フルート（ゲス
ト出演：高須洋美さん）・長唄・フラ
ダンス・バンド演奏・カッポレ・琴・
尺八・民舞・大正琴。展示：（両日と
も10時～16時）…写真・竹細工・シル
クスクリーン・生け花・ニット・絵。
こども企画キッズランド：（19日10時
～15時30分）…（有料）ゲーム、ヨー
ヨー釣り、バルーンアート、かき氷、
ポップコーン、（無料）ぬり絵、紙ひこ
うき、大型紙芝居、マジック。　所・

・ 我孫子南近隣センター☎7181
－1011
◆布佐南地区まちづくり協議会
　サマー・フェスティバル2012
日8月19日㈰10時～16時　 所布佐南
近隣センター（入場無料）　内午前…
子ども向け遊びの広場（昔の遊び、ゲー
ムほか）午後…演芸大会（マジック、
ハワイアンほか）、模擬店（かき氷、

焼きとうもろこしほか。有料）　 布
佐南近隣センター☎7189－3740
◆楽ネイチャーイン
　「巣箱の取り外しと繁殖調査」
日8月25日㈯9時30分（雨天中止）　所
手賀沼公園内あずまや付近集合　内巣
立って空き家になった巣箱20個を取
り外し、身近なシジュウカラなどの野
鳥営巣や繁殖状況を調査する。対市民
先着30人（小学3年生以下は保護者同
伴）　持筆記用具、手袋、飲み物　※
動きやすい服装と帽子で　 ・ 手賀
沼課・内線468
◆根戸地区まちづくり協議会
　第22回 根戸地区ふるさと祭り
日8月25日㈯～26日㈰（雨天実施）　
所根戸近隣センター※車での来場はご
遠慮ください。内模擬店（13時30分
～18時30分）、ふるさと踊り（18時～
19時30分）、親子みこし（26日㈰のみ
13時30分～15時）、ゲーム（26日㈰の
み15時30分～17時）※景品がなくな
り次第終了　 根戸近隣センター☎
7183－5363
◆「あびこ舞台」創立20周年記念公演
　『あなた、いいお月様ですね』
日8月26日㈰14時開演（13時30分開
場）　所湖北地区公民館（入場無料・
全席自由）  内デイケアセンターに集
う認知症の老人たちの戦中戦後を通し
ての哀感をヒューマンタッチに描く。
文化庁後援の手賀沼演劇祭で「最優秀
脚本賞」受賞作品を小学生から85歳ま
での団員40人でアンコール公演。
あびこ舞台・飯牟礼☎7188－1160
◆コール ヴォンネ第5回定期演奏会
日9月8日㈯15時開演（14時30分開場）
所けやきプラザ　内オーケストラ伴奏
による合唱。モーツァルト…「ミサハ
短調」ほか　出演…（指揮）小

お が さ わ ら

笠原美
よ し た か

敬
さん、（管弦楽）アンサンブル ヴォン
ネ、（オルガン）堤

つつみ

ゆりさん、（ピアノ）
高
た か は し

橋由
ゆ か り

佳里さん、（合唱）コール ヴォン
ネ　費2000円（全席自由）　 佐

さ ご う

合☎
7183－6444
◆お見合いバスツアー
　秋を満喫！ 出会いのチャンス！　
日9月29日㈯午前8時30分～午後5時

（我孫子駅北口8時15分集合）　所・内
石岡風土記の丘（藍染体験）、古宇田
農園（バーべキューと果物狩り）　対
28歳～40歳までの独身の方で、結婚
を真剣に考えている方。　定男女各20
人※応募者多数の場合抽選。費男性
5500円、女性5000円　 ・ 電話・
メールで申し込み。（8月31日㈮締め切
り）我孫子市社会福祉協議会☎7184
－1539 wedding@abiko-shakyo.
com

講演・講座・教室
◆平成24年度東葛飾地区
　社会教育連絡協議会講演会
日8月17日㈮15時～16時30分　所ア
ビスタ・ホール　内テーマ「無縁社会
に立ち向かう…現代社会と社会教育の
課題」講師…長谷川幸介さん（茨城大学
准教授、生涯学習教育研究センター）、
ゲストスピーカー…外岡仁さん（江戸
しぐさ・江戸文化研究会主宰、元茨城
大学講師）　定当日先着150人　費無
料　 教育委員会生涯学習課☎7185-
1602
◆健康づくり推進員及び食生活改善推
　進員による栄養教室「めざせ！美肌」
日9月5日㈬10時～13時（受付9時45
分～）　所保健センター　内我孫子市
健康づくり推進員および食生活改善推
進員による美肌やアンチエイジングに
効果のあるとされる食材を用いた調理
実習と講話　定市内在住の方先着16
人（要事前申し込み）　費500円　持
エプロン、三角巾、手をふくタオル、
筆記用具　 ・ 電話で健康づくり支
援課☎7185－1126
◆第1回 がん患者・家族サポートプログ
　ラム 「アロマトリートメント講習会」
日9月6日㈭14時～15時30分(受付13
時30分～ )　所がん患者・家族総合支
援センター（柏市若柴226番地44中央
141街区1）　内アロマテラピーについ
て、ストレスケアを目的としたアロマ
トリートメント体験、参加者同士の歓
談など　対先着30人　費500円（材料
費として）　持フェイスタオル1枚　

たのしもう
講演・催し

▼夢いっぱいの手作り万華鏡ワーク
ショップ　8月4日㈯10時～12時。世
界の人形館。講師…村越通浩さん（万
華鏡グランプリ作家）。11歳以上（10
歳以下は保護者同伴）、15人（要予

約）。2000円（材料費）。 髙☎7184
－4745
▼平和を願って歌いましょう! 我孫子
市九条の会うたごえ喫茶　8月4日㈯
11時30分～14時。ポワロー（湖北駅
南口）。先着40人。1500円（ランチ付）。

うたごえ喫茶実行委員会・鈴木☎
7139－3421
▼絵手紙展　8月5日㈰～11日㈯12時

～18時。ギャラリー遠
お ち こ ち

方近方。湖北
駅徒歩5分（中里223の2）。型にはま
らない自由な表現の絵手紙展です。無
料。 同所☎080－6672－4156
▼話し方講座―コミュニケーション
力を高める―　8月12日、19日㈰（全
2回）、10時～12時。あびこ市民プラ
ザ。2000円（資料代込）。 ・ 自己
表現力研究会・堀口 ☎7184－0245

（18時～22時）
▼天王台地区市民まつり　8月25日㈯
14時～21時。（雨天26日㈰）天王台西
公園。ビンゴ、第二小・第三小、我孫
子中吹奏楽、ヒップホップダンスサー
クル、NECグリーンロケッツほか。

実行委員長・伊藤☎7182－0954
▼天王台盆踊り大会　8月25日㈯19
時～21時（雨天26日㈰）天王台西公園。

〈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

天王台地区市民まつりに引き続き開
催。 実行委員長・塙☎7182－1128
▼あびこ平和フェスティバル　8月26
日㈰10時～18時。あびこ市民プラザ。
講演（14時～16時）「放射能と子ども
たちの未来」講師…花井透医師。展示

「戦争・原爆」など。無料。 中村☎
7184－2670

やってみよう
会員・仲間募集

▼麻雀教室　㈫・㈭・㈮10時～12時
30分。13時30分 ～16時。 湖 北 駅 前
東京事務器前2階。初級者～上級者ま
で。6000円（12回分一括）初めての方
もご相談ください。 佐々木☎7183
－0700

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

mailto:wedding@abiko-shakyo.com
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