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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
◆福祉施設販売会
日9月3日㈪10時～15時　所ららぽー
と柏の葉2階クリスタルコート　内陶
芸や焼き菓子など　 東葛北部地区
知的障害者施設連絡協議会・鈴木☎
7187－0511
◆相島芸術文化村
　2012秋のクラフトバザール
日9月8日 ㈯・9日 ㈰10時 ～16時（ 雨
天実施）　所相島芸術文化村（入場無
料）　内クラフトバザール、骨董市、
我孫子市ふるさと産品販売など　
相島芸術文化村☎7189－2864（土・
日曜日のみ）
◆楽 我孫子市寄贈絵画展
日9月8日㈯・9日㈰10時～17時　所
あびこ市民プラザ　内我孫子市に寄贈
されている作品の中から、岡田正二の
作品を中心に展示　 文化・スポーツ
課☎7185－1601
◆我孫子市茶道連盟　茶会
日9月9日㈰10時～15時　所アビスタ
和室　席主…中村宗弘（表千家）、 早
野宗津（裏千家）　費二席1000円　※
申し込み不要、当日会場へ　 小野
☎7182－6161
◆楽 わいわいコンサート
日9月9日㈰14時開演（13時30分開場）
所あびこ市民プラザ　内オペラ座の
怪人メドレー、アメイジンググレイス

ほか　出演…（ソプラノ）吉田真澄さ
ん、（フルート）黒田麻衣さん、（ピアノ）
笹本小野美さん、すずの木ハンドベ
ル・クワイア　 文化・スポーツ課
☎7185－1601
◆DVD上映会
　「高次脳機能障害リハビリテーション」 
日9月9日 ㈰13時30分～17時　 所 柏
市中央公民館5階　内国立障害者リハ
ビリテーションセンター学院長中島
八十一先生監修DVDの上映会　費無
料　 東葛菜の花「高次脳機能障害と
家族の会」☎7174－3998
◆あびこ少年少女合唱団体験入団
日9月15日㈯9時30分～11時30分　所
湖北地区公民館　内市内の小学生が活
躍する合唱団です　対小学生以上　
・ 寺内☎7188－7303
◆ハーモニカと歌おうIN湖北台
日9月15日㈯13時30分開演（13時開
場）　所湖北台近隣センター（入場無
料）　内懐メロ、歌謡曲など34曲　
ハーモニカ・メイツあびこ・髙田☎
7188－0431
◆第68回 にっぽんの心を歌う会
　歌と踊り夏の大会
日9月16日㈰11時開演（10時30分開
場）　所けやきプラザ（入場無料・全席
自由）　出演…にっぽんの心を歌う会、
一寿の会、あけぼの会、ミルトニア・
フラサークル、スポンサーの皆さん　

阿部☎090－8081－7827
◆婚活パーティ
日9月16日㈰13時30分～16時（受付
13時15分）　所我孫子南近隣センター
対・定25歳～39歳までの男女各10人
費男性2000円、女性1000円　 ・
9月12日㈬までに電話、ファクス、Eメー
ルで氏名、性別、年齢、連絡先を明示。
NPO法人婚活支援センターハッピー
サイズ・谷津☎7184－1909 7184
－1986 happysiz@taupe.plala.or.jp
◆こもれびまちづくり協議会
　ベビーダンス体験会
日①9月24日㈪10時30分～12時②10

月3日㈬13時30分～15時※15分前か
ら受付　内赤ちゃんをだっこしてやさ
しくステップ。ダンス後にはおしゃ
べりも楽しみましょう。初心者も大
丈夫。　講師…波

は た の

田野理
り え

絵さん（日本
ベビーダンス協会認定インストラク
ター）　対1歳ぐらいまでの首がすわっ
ている赤ちゃんとママ　定各日20組

（応募多数時抽選）　費200円　持だっ
こヒモ、体温計、バスタオル、筆記用
具　 往復ハガキに希望日、住所、氏
名、赤ちゃんの生年月日を明記し、〒
270－1144東我孫子1の41の33近隣
センターこもれび「ベビーダンス」係ま
で（9月7日㈮締切）　所・ 近隣セン
ターこもれび☎7165－2011
◆あびこ声楽家協会オペラ公演「蝶々夫
　人」全3幕（イタリア語上演〈字幕付〉）
日9月30日㈰14時開演（13時30分開
場）　所けやきプラザ　入場料前売り
席2500円、当日2900円（高校生以下、
障害者席1000円）　チケット販売所①
福祉ショップぽぽら②喫茶ぷらっと

（アビスタ内）③ミリオン楽器④㈱東
京事務器（湖北）⑤金子☎ 7139－
1085 galeffi@jcom.home.ne.jp　
出演渡邉真弓さん、小平れい子さんほ
か。（指揮）澤木和彦さん、（ピアノ）小
堀能生さん、（演出）森山太さん　 あ
びこ声楽家協会・金子☎7139－1085
◆公開講演会「エンディングノートの書き方
　～自分らしい人生の幕引きのために～」
日10月6日㈯14時～16時（13時30分
受付）　所けやきプラザ7階研修室　
内いざという時のため、自分の想いを
書き留めておきましょう。講師…長江
曜子さん（聖徳大学生涯文化学科教授）
対 先 着60人　 費1000円　 締 切 日10
月5日㈮12時（定員になり次第終了）

・ 電話・ファクス・Eメールで
NPO法人ホスピスケアを広める会☎

7163－0634（平日10時～12時）
zaitakucare04@jcom.home.ne.jp
◆市民大会硬式テニス（シングルス）
日10月21日㈰・11月3日㈷（雨天時

10月28日㈰・11月4日㈰）　所市民体
育館テニスコ－ト　参加資格市内在
住、在勤、在学、我孫子市テニス連盟
加入団体登録者　種目…男子シングル
ス（一般、45歳以上、60歳以上）、女
子シングルス（Ａクラス、Ｂクラス）※
申し込みは一種目のみ　費1000円（当
日徴収）　 Eメール。件名は「市民シ
ングルス出場申込」、本文には①種目
名②氏名③住所④電話番号⑤所属⑥
年齢（45歳以上、60歳以上に申し込
む場合）⑦勤務先・学校名（在勤者、
在学生のみ）を明記し、岩元 info@
abkta.main.jpまで（9月23日㈰必着）

岩元☎080－5039－8623

講演・講座・教室
◆市民公開講座「生き物の生体防御の
　魅力にみせられて」
日9月16日㈰13時～15時　所ホテル
マークワンアビコ（柴崎台1の9の14
☎7186－1717）　講師古澤修一さん

（広島大学大学院生物圏科学研究科教
授）　定先着40人（申込不要、無料）　

健康づくり支援課☎7185－1126
◆楽 第3回 WorldCooking2012
　「フィリピン」
日9月22日㈷10時～14時（予定）　所
湖北地区公民館　内メニュー…ソー
パス（マカロニスープ）、サラダ、パイ
ナップルケーキ。講師…小野イメルダ
さん　定20人（応募多数時抽選）　費
800円（材料費込）　持エプロン、三角
巾、ふきん、持ち帰り用容器　申込方
法湖北地区公民館窓口、ハガキ（〒270
－1122中里81の3）、ファクス（7188－
7720）、Ｅメール（kohoku.k@chiba.e
mail.ne.jp）にて住所、氏

ふ り が な

名、年齢、性別、
電話番号を明記（9月12日㈬必着）　

湖北地区公民館☎7188－4433
◆楽 緑の講習会
　「ハンギングバスケット寄せ植え」
日9月29日㈯10時～12時　所アビス
タ　講師伊藤忍さん　定先着20人　

たのしもう
講演・催し

▼「みんなで生きる」作品展　9月2日
㈰～15日㈯、10時～19時（初日12時
～、最終日17時まで）。アビスタ2階。
東北がんばれ陶人形lin×会津木綿
バッグsunao。 河本☎090－9779
－2673
▼カンタービレなおしゃべりコンサー
ト　9月3日㈪10時～。アビスタ・ホー
ル。入700円。先着100人。出演…ソ
プラノ：塚本江里子さん。 ふれあい
塾あびこ・足助☎7183－3603

▼ワンコインで英会話体験会　講師
は外国人。9月5日㈬・7日㈮10時～。
けやきプラザほか。500円。体験は1
回のみ。 ・ プリズム英会話☎080
－2129－8262
▼早川義

ぎ こ う

孝展　9月6日㈭～15日㈯10
時～17時。ギャラリー芙蓉。入場無
料。詩的感覚にあふれた叙情的作品。
郷愁、ロマン、幻想の美を卓抜した技
巧で描いたメルヘンの世界。 ギャラ
リー芙蓉☎7106－1369
▼手賀沼ウオーキング教室　9月8日、
10月13日、毎月第2㈯。受付・アビス
タ横東屋、9時30分～12時15分。参
加費300円（資料、保険）。実践5km。

千葉県ウオーキング協会・須藤☎
7184－6204
▼デイヘルプパソコン講習会　9月8
日～毎週㈯（全10回）①10時～12時 
②13時～15時。社会福祉協議会裏。
50歳以上の初心者。先着順。7000円（2
時間10回分・テキスト付）。 ・ 木
村☎090－4397－7528
▼第19回 柏水彩会展　9月11日㈫～
19日㈬。18日㈫は休館日。9時～18
時。初日は12時～。最終日は17時ま
で。さわやか県民プラザ。 事務局・
馬場☎047－345－2533
▼いろは10周年記念歌謡発表会　9
月15日㈯9時30分開場10時開演。け
やきプラザふれあいホール。入場無料。
特別ゲスト・こおり健太。 白石☎
7184－2510
▼手賀沼エコマラソン参加者試走会　
9月16日㈰8時～。柏ふるさと公園。
500円（保険含）。各走力毎にクラス
分け、ウィングACがサポート。定先

〈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・
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着30人。 ・ 荒木☎7131－5577
▼「原発事故と平和」─放射能と私た
ちの生活─我孫子市九条の会学習会　
9月16日㈰14時～16時。我孫子南近
セホール。講師・NHK「朝イチ」ニュー
スでおなじみの安斎育郎氏。500円。

中川☎7182－1615
▼真倫10周年記念チャリティー歌謡
発表会　9月17日敬老の日。9時30分
開場10時開演。けやきプラザ。ゲス
ト歌手6名出演。入場無料。 田口☎
090－7824－5427
▼ファミリーレクスポ体験教室　9月
21日㈮10時～13時。手賀沼フィッシ
ングセンター。スポーツ吹矢、ユニカー
ル、ノルディックウオーク。当日可。
1000円。柏市レクリエーション協会　

・ 川村☎080－5386－0492

やってみよう
会員・仲間募集

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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