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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11回天王台ふれあい夏祭り
日8月18日㈯13時～21時（荒天の場
合、翌日に順延）　所JR天王台駅北口
周辺※13時～21時交通規制（歩行者
天国）　内山車、盆おどり、かっぱ太鼓、
ストリートダンス、
フラダンスなど

天 王 台 ふ れ
あい夏祭り実行
委員会・金井☎
7182－8173
◆湖北台地区まちづくり協議会　
　第14回 湖北台夏まつり
　～一緒に楽しみましょう～
日8月19日㈰　所湖北台近隣センター

（入場無料）　内10時半～模擬店（有
料）12時～名物“流しそうめん”、13
時～こどもフラダンス・おばけやし
き　 湖北台近隣センター☎7187－
1122
◆夏休み親子で乗馬体験学習
日①8月22日㈬②8月25日㈯のどちら
か希望する日。①②とも朝5時～昼ま
で（雨天順延。詳しくはお問い合せく
ださい）。　所江蔵地1027の6仲馬倶
楽部　内厩

きゅうしゃ

舎作業（馬房のそうじ、馬
の手入れなど）乗馬体験（子どものみ）

朝食・昼食・懇談会　対小学生以上
の親子（小学校高学年以上は子どもの
みの参加も可）①②とも先着5家族ま
で　費子ども3000円(食事代・保険料
込)親800円（食事代・保険料込）　申
込方法電話(先着順)　 ・ NPO法人
我孫子乗馬会☎7188－2864
◆ドイツ国営放送カメラマン写真展
　「ハイテクカメラで捉えた東日本大
　震災」
日・所8月28日㈫～9月9日㈰9時～19
時　けやきプラザ2階第1ギャラリー
※9月3日㈪を除く　内ドイツ国営放
送局（ZDF）カメラマン、トビー・マー
シャル氏が高感度カメラで撮影した
東日本大震災の写真の展示。 大震
災写真展実行委員・古

こ が わ

川惠子☎090－
2202－9168
◆第12回 民謡連合大会
日9月2日㈰10時30分開演（10時開場）
所湖北地区公民館（入場無料）　出演
…我孫子市民謡連合会会員ほか　
山﨑☎7139－4536
◆ちばのＷＡ！東葛本舗　我孫子地域交流
　会 ～市民・企業・NPOの出会いで、
　活力のある元気な“まち”にする～
日9月7日㈮13時30分 ～16時30分　
所けやきプラザ7階・研修室　内県民
活動促進事業「民が民を支える仕組
み構築モデル事業」 第1部…県登録済
NPOの「活動アピール」 第2部…市民・
企業・NPOの名刺交換会　定50人（費
用無料）　 ・ NPO法人ACOBA☎
7181－9701 7185－2241 acoba
@key.ocn.ne.jp
◆我孫子市内チーム卓球大会
日9月14日㈮9時受付　所市民体育館
種目団体戦（2複1単）1チーム5人以上
予選リーグ後、順位別決勝トーナメ
ント方式　対市内在住、在勤、連盟
加入の方（男性は60歳以上）　費連盟
登録チーム…3500円、未登録チーム

…4000円　 ・ ハガキに大会名、
団体名、代表者の郵便番号、住所、
氏
ふ り が な

名、電話番号を明記。8月24日㈮
必着。〒270－1164つくし野3の9の
106中山妙子☎7182－3177
◆第43回 我孫子市民バドミントン大会 
日9月16日㈰9時受付　所市民体育館
種目男女シングルス・男女ダブルス・
混合ダブルス、それぞれ1部・2部の
み　対市内在住・在勤・在学の方。男
女ダブルス2部は、初心者および40歳
以上の男性・女性（1人2種目まで）、
39歳以下の男性は男女ダブルスと混
合ダブルス両方の出場は不可　費1人
1種目500円（小・中学生200円）　
・ ハガキに大会名、種目（ダブルス
は必ず2人記入）、住所、氏

ふ り が な

名、年齢、
性別、電話番号を明記。9月6日㈭必着。
〒270－1175青山台4の9の15岡信幸
☎7184－8108（18時以降）※組み合
わせについては事務局が決定します。
※1日行事保険には加入しません。

講演・講座・教室
◆こもれびまちづくり協議会
　そば打ち教室
日9月9日・23日、10月14日いずれも
㈰9時30分～13時30分（全3回）　所
近隣センターこもれび　対・定全日
程参加できる方、10人（応募者多数時
は抽選）　費1回1500円　持頭巾、エ
プロン、タオル、持ち帰り容器（クッ
キー缶のようなもの）　 ・ 往復ハ
ガキに教室名、住所、氏

ふ り が な

名、電話番
号を明記し、8月25日㈯までに〒270
－1144東我孫子1の41の33近隣セン
ターこもれび☎7165－2011（10時～
17時）
◆市民登山教室〈我孫子登山倶楽部〉
日9月29日㈯　行き先 磐梯山（福島
県）※雨天実施　対・定男女問わず自

力で4時間程度歩ける方、40人（応
募者多数時は抽選）　費6000円（保
険料込）　 ・ 往復ハガキで住所・
氏
ふ り が な

名・年齢・電話番号を明記。8月31
日㈮必着。〒270－1175青山台3の
14の29北川和子☎7105－0607

募　集
◆第31回 我孫子市産業まつり出店者
日10月21日㈰10時～15時（荒天時は
10月28日㈰）　所湖北台中央公園　内
市内事業者優先で100区画（応募者多
数時は抽選）　費1区画（間口約2ｍ）…
4000円、電気コンセント1個2000円　
申込方法電話かファ
クス。8月31日㈮
必着。　 ・ 事務
局・柘☎090－
5194 － 1079 、

7188－2258

お知らせ
◆定例教育委員会
日8月28日㈫13時30分予定（議案内容
により変更あり）　所水道局4階会議室
内8月22日㈬以降にお問い合わせくだ
さい。傍聴される方は、開催予定時間
前に傍聴者名簿に必要事項を記入し、
担当の指示に従って入室してくださ
い。 教育委員会総務課☎7185－1110
◆個人事業税の納期について
　個人事業税（第一期分）の納期限は
8月31日㈮です。納税通知書は8月中
旬に発送しますので、お早めに最寄り
の金融機関で納付をお願いします。※
個人事業税の納税は、口座振替を利用
すると便利です。 柏県税事務所☎
7147－1231
◆年金無料相談会
日9月2日㈰10時30分～16時　所我孫

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

▼あびこ楽しく歌う講座　8月20日㈪
18時～19時30分。近セこもれび。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
▼ハーモニカ1日体験教室　8月21日㈫
13時～。湖北台近セ（無料）。ハーモ
ニカの楽しさを伝授します。定員15
人（ハーモニカない方可）。 ハーモ
ニカ・メイツあびこ・高田☎7188－
0431
▼家庭でできる除染と身近な介護施設
8月29日㈬我孫子北近セ並木本館。31

日㈮あびこ市民プラザ。いずれも13
時～（同内容。無料）なんでも相談室と
放射能対策室に聞いてみよう。 ネッ
トワーク“翔21”・芹沢☎7183－0065
▼パソコン楽しみ隊市民講座「デジカ
メ画像編集GIMPとフォトアルバム作
成」　8月29日㈬13時30分～。9月5日
㈬9時30分～。我孫子南近セ。定員10
人。費1500円。 ・ 関谷☎7183－
0047
▼ふさ歴史サロン　9月1日㈯13時30
分開演。近セふさの風。朗読劇「金子
みすゞの生涯」、5人の回想記「布佐の
原風景を語る」。先着100人。費100円。

山下☎7169－2287
▼女性のためのこころのケア講座　9
月1日㈯13時30分～15時30分。我孫

子北近セ並木本館。精神的暴力・モラ
ルハラスメント。費500円。 ・ グ
ループ・ラパン☎090－1534－8905

（10時～20時）
▼アンサンブルミニコンサート「女子
会」世代を超えたハーモニー　9月1日
㈯19時15分開演。あびこ市民プラザ

（無料）。 アンサンブルまぁぶる・ホ
ウ☎7182－3917
▼我孫子の里山ウオッチング　9月2
日㈰10時～12時（東我孫子駅前集合）。
谷津ミュージアム。身近な生き物を育
む豊かな里山の自然観察。小学生歓迎。
30人。費200円。 東葛しぜん観察会・
鈴木俊二☎7182－3067
▼『マンドリンで綴

つ づ

る古賀メロディー』
9月9日㈰13時30分開演。アビスタ（無
料）。入場整理券は12時30分よりホー
ル前で配布。先着120人。我孫子マン
ドリン倶楽部。 小島☎7184－9693
▼法人の為の税務研修会　9月20日㈭
13時30分～15時。けやきプラザ（無料）。
24年度税制（中小企業関係、源泉消費
税、e-Tax）について。先着30人。
・ ㈳柏法人会☎7163－3393

〈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

やってみよう
会員・仲間募集

▼お化粧ボランティア「りんごの木」　
第1㈫アコモード・第2㈬平和の里。
いずれも10時～11時。施設入居者の
女性の方に口紅・マニキュアなどをし
ながら、おしゃべりや歌を歌います。
年300円。 田口☎7188－9962
▼古文書を読む会　毎月第4㈬13時～
15時。布佐南近セ。江戸時代の人々
の様子をうかがってみませんか。初心
者も女性もすぐなじめます。年2000円。

小林☎7189－3977
▼社交ダンス 初級～上級　毎週㈮14
時～15時30分。湖北駅前東京事務器
2階。基本を大切に楽しく。見学歓迎。
入3150円。月4200円。 岡田☎080
－1048－2641(18時以降)
▼東日本ガス㈱ガス展我孫子会場ステー
ジイベント参加者　11月17日㈯・18日
㈰10時～16時。手賀沼公園。日ごろの
成果をテント内特設ステージで披露しま
せんか！ 遠藤・冨楽☎7182－4175

情報ひろば /市民伝言板
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