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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
◆我孫子アートな散歩市
　杉村楚人冠邸園彫刻企画展　
日10月6日㈯～25日㈭ 9時～16時30
分　所杉村楚人冠邸園（入場料無料。
※杉村楚人冠記念館見学は有料）　内
7人の彫刻家による金属、ガラス、石
などの彫刻展　 我孫子手づくり散
歩市・太田☎7185－1094
◆根戸地区まちづくり協議会
　第22回文化祭
日10月6日㈯～8日㈷9時30分～16時

（6日のみ17時まで）※車でのご来場は
ご遠慮ください　内◎バザー（6日10
時～）◎展示（6・7日…華道・書道・
押し花ほか）◎発表（8日…フラダン
ス・日本舞踊・市民合唱団ほか）◎カ
レー販売（8日…200円）※バザー、カ
レーの販売はなくなり次第終了　所・

根戸近隣センター☎7183－5363
◆ふくしフェスタ2012
日10月6日㈯10時～14時（雨天時7日
㈰に順延）〈入場無料〉　所手賀沼公園
中央通路・芝生広場　内市内障害福祉
施設の出店（クッキー、マドレーヌな
どの食品、手芸・木工・陶芸作品、野
菜の販売、焼きそば、綿あめなど）、
障害福祉施設利用者によるダンス・
エアロビ発表　 あらき園☎7185－
2459
◆チャリティ・フリーマーケット
日10月8日㈷10時～15時（雨天、強風
の場合は10月14日㈰に順延）　所アビ

スタ前広場（手賀沼公園入口）　内日
用雑貨・食器、衣類。売上は「飼い主
のいない猫」を増やさない活動のため
に使います。主催あびこイヌネコ・ボ
ラ・ネット　 斉藤☎7184－0298
◆第9回公演 コメディ「明日に向かっ

てボランシカ」 江戸芸かっぽれ編
日10月12日㈮10時～11時30分（開場
9時45分）　所我孫子南近隣センター・
ホール　内定年後地域の活動に乗り
出すシニアたちをコメディタッチで描
く。今回は「江戸芸かっぽれ会」の皆さ
んも出演します。市内の市民活動や市
民活動関連のイベント紹介あり。定
当日先着80人　費無料　 我孫子市
市民活動サポート委員会☎ 7185－
6300
◆電力中央研究所公開
　「電気と自然の調和をめざして」
日10月13日㈯10時～16時（入場無料）
所電力中央研究所（我孫子駅北口より
無料バスあり）※駐車場はありません。
内講演会、電中研ミニらぼツアー（人
数制限有）ほか、企画多数。詳しくは
ホームページ（http://criepi.denken.
or.jp/intro/open）へ。 電力中央研
究所公開事務局☎7182－1181
◆天王台北地区まちづくり協議会
　秋の音楽祭
日10月14日㈰10時30分 ～15時　 所
天王台北近隣センター　内我孫子中吹
奏楽部ほか、加盟団体を中心とした
発表会と展示。喫茶コーナーあり。
天王台北近隣センター☎7182－9988
◆ふさの風まちづくり協議会講演会
　「気象衛星“ひまわり”から見えるもの」
日10月14日㈰13時～15時　所近隣セ
ンターふさの風　内気象衛星ひまわり
がとらえた現象をやさしく解説。講師
…市澤成

じょうすけ

介さん（元気象庁予報課長）。
定当日先着110人　費無料　 近隣セ
ンターふさの風☎7181－6211
◆マンドリンアンサンブル「チャオ・マ
　ンドリーノ」７周年記念コンサート　
日10月14日㈰14時開演（13時30分開
場）　所けやきプラザ（入場無料※事前
に入場整理券が必要）　内クラシック・

オリジナル…「ワルツ第2番」「荒城の
月幻想曲」ほか。チャオ・ア・ラ・カ
ルト…「ひまわり」「シバの女王」ほか。
出演…チャオ・マンドリーノ（指揮）片
倉武さん、ゲスト…コカリナサークル

“あびこ”　 平山☎7184－2673
◆布佐南地区まちづくり協議会　
　第27回 布佐文化祭
日10月20日 ㈯・21日 ㈰・28日 ㈰10
時～16時（20日は19時まで）　所布佐
南近隣センター  内◎20日㈯10時～
和太鼓演奏、10時30分～餅つき　◎
20日㈯、21日㈰絵画や書などの作品
展示　◎28日㈰コーラス、手話ダン
スなどの発表　※各日ともフリーマー
ケットあり。 布佐南近隣センター☎
7189－3740
◆第4回 柏の葉公園ウオーキング大会
日10月21日 ㈰8時 ～16時30分（ 雨 天
決行）　所県立柏の葉公園総合競技
場　コース A（30㎞）大堀川→手賀沼
→旧吉田家住宅歴史公園、B（15㎞）大
堀川→旧吉田家住宅歴史公園、C（10
㎞）水辺公園、D（5㎞）柏の葉公園内＆
こんぶくろ池　費事前申込300円、当
日500円（中高生100円、小学生以下
無料〈要保護者同伴〉）　 ・ 柏の葉
ウオーキングクラブ・笠羽☎7132－
3626
◆ガレージセール
日10月21日㈰10時 ～14時 ※ 荒 天 中
止　所手賀沼公園多目的広場すぐ横の
車庫（若松128の1）※バザール用品15
日㈪まで受付中。 手賀沼わんにゃ
んクラブ・大久保☎7183－1591
◆相馬霊場八十八ヶ所
　鎌倉道と大師道を巡る
日10月28日㈰8時30分～12時30分（雨
天時は11月4日㈰）　集合場所JR新木
駅　内JR新木駅→81番→77番葺不合
→25番→29番日秀観音→鎌倉道→湖
北駅→73番正泉寺→五本松公園→36
番滝不動→27番最勝院→JR天王台
駅　行程 約10㎞　費500円　 熊倉
☎0297－73－3906
◆パラソリアンダンス交流会
日10月30日㈫13時～　所けやきプラ

ザ　内傘寿になってもダンスを楽しむ
交流会　対後期高齢者（ペア参加の場
合相手方の年齢不問）　定180人（先着
順）　費無料　 ・ パラソリアンダ
ンス交流会実行委員会☎7165－2883
◆障害者スポーツ体験教室
　「スポーツ吹矢」
日10月31日 ㈬、11月29日 ㈭13時 ～
15時　所障害者福祉センター　対市
内在住の障害をお持ちの方　定先着
20人　費100円（マウスピース代）　
締切日10月15日㈪※送迎は要相談　

・ 障害者福祉センター☎7188－
0141 7188－0242
◆国際交流バスツアー都庁見学と谷中散策
日11月1日㈭8時15分我孫子ふれあい
広場（我孫子駅北口郵便局前）集合、
17時解散予定。　定40人（応募者多数
の場合は抽選） 費3000円（バス代、
保険代、昼食代含む）※当日徴収　申
込方法Eメール、ファクス。住所・
氏
ふ り が な

名・連絡先・携帯番号を明記。10
月5日㈮必着。 我孫子市国際交流
協会（AIRA）事務局 7183－2005
info@e-aira.jp☎7183－1231
◆ちばハートフル・ヒューマンフェスタ
　2012
日12月4日㈫13時～16時　所千葉県
文化会館（千葉市）　内鎌田實さん（医
師・作家）による特別講演、手話バン
ドコンサート　定1400人（申込多数
時抽選・入場無料）　申込方法往復ハ
ガキに郵便番号、住所、氏名、電話番号、
入場希望人数（1通につき2人まで、無
記入は1人）、託児・手話通訳・要約
筆記希望の有無、返信用あて先を明記
し郵送（11月2日㈮ 必着）　 ・ 〒
260－0855県庁内郵便局留ちばハー
トフル・ヒューマンフェスタ事務局☎
043－223－2348

講演・講座・教室
◆しないさせない孤立化勉強会
　―新しい地域社会の創造―
日10月1日㈪13時30分～　所我孫子
南近隣センター（けやきプラザ9階）

たのしもう
講演・催し

▼リコーダーと一緒　10月2日㈫・16
日㈫15時 ～16時30分、18時 ～19時
30分。アビスタ。指使いからアンサ
ンブルまで。初心者歓迎。リコーダー
持参（貸出200円・7本まで）。体験無料。

高木☎080－5683－1080
▼AAFCオーディオコンサート　10
月6日㈯13時～17時。アビスタ。アナ
ログからPCオーディオまで自作機器

で再生。無料。 我孫子オーディオ
ファンクラブ・佐藤☎7184－3771
▼不登校を理解する講演会　10月6日
㈯13時30分～。我孫子南近セ。ちば
心理教育研究所長光

み つ も と

元和憲先生の公開
相談会。先着50人。費500円。 青
空の会・山本☎7182－0605
▼ヨーガ（無料体験会）　10月8日㈷、
15日㈪10時～11時20分。我孫子南近
セ。目の疲れ、肩こりの予防！ 永
山☎080－1296－4684
▼南米フォルクローレとタンゴ　10
月9日㈫昼の部14時～・夜の部19時

～（30分前開場）。アビイホール（イ
トーヨーカ堂我孫子南口店3階）。前
売り2500円。当日3000円。 オキク
ルミ☎090－9371－1889
▼平成研究会 第207回公開講演会　
10月10日㈬13時30分～。アビスタ。
我孫子の幅広く、奥深い再発見見聞録

「我孫子 施設と水」。講演者…野口澄
夫さん（会員）。先着24人。無料。
事務局☎7187－2934
▼自然観察会　10月13日㈯9時～12
時。道の駅しょうなん付近。「野草塾」
緑道周辺の野草を探しながら楽しみま
しょう。講師…自然観察指導員・渋谷
さん。無料。30人。 ・ ㈱光風ガー
デン☎7182－9876
▼第36回 我孫子盆栽山野草クラブ展
示会　10月13日㈯・14日㈰9時～16
時。我孫子区民会館。季節の草木盆栽

〈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

各種と盆景など。やさしい盆栽の作り
方実習会：14時～（作品を無料進呈）。

浅利☎7184－3995
▼第10回 琴友会大正琴発表会　10月
13日㈯13時開演。湖北地区公民館。無
料。童謡、抒情歌、演歌、合奏曲など。
指導…小池千雨。 都築☎7188－8279
▼NPO千葉県成年後見支援センター
無料相談会　10月15日㈪13時30分～
16時。我孫子南近セ。認知症や知的
障害など判断能力が不十分な方の財産
管理や身上監護でお困りの方。 佐藤
☎7181－5132
▼川村女子学園 第24回 鶴雅祭開催　
10月21日㈰桐山漣などによるトーク
ショー×お笑いライブ。20日㈯ショ
コラウサギと記念撮影。誰でも参加の
新企画「パフォーマンスコンテスト」。

同実行委員会☎7183－5538

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

http://criepi.denken.or.jp/intro/open
http://criepi.denken.or.jp/intro/open
mailto:info@e-aira.jp
mailto:info@e-aira.jp
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