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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８回鳥と楽しむまち我孫子絵画コ
ンテスト作品展示
日10月17日㈬～11月3日㈷　所あび
こ市民プラザ　※10月27日㈯13時～
表彰式、14時30分～講演あり。　 浜
崎☎7182－8189
◆平成24年度
　東葛飾地区社会教育振興大会
日10月19日 ㈮12時30分 ～16時10分

（受付12時～）　所アビスタ　内①実
践発表…『放課後子ども教室を通して
社会貢献を考える』ほか②記念講演…

『東日本大震災と社会教育』石井山竜平
さん（東北大学大学院准教授）　費無料

（申込不要）　 教育委員会生涯学習
課☎7185－1602
◆乗馬体験とさつまいも掘り
日10月21日㈰13時30分集合（小雨決
行）　所仲馬倶楽部（江蔵地1027の
6）　定先着30人　費大人800円、小学
生以下500円、芋掘りのみ大人・子ど
もともに300円（費用にはさつまいも
1㎏持ち帰り分含む）。追加1㎏ 200
円　持軍手、レジ袋、スコップ　 ・

NPO法人我孫子乗馬会 ☎7188－
2864
◆「ちばの直売所フェア」―農林水産物
　直売所からちばの旬を発信―
日10月21日㈰～11月30日㈮　内あび
こ農産物直売所あびこんをはじめ、県

内127か所の直売所でスタンプラリー
による抽選プレゼントほか。 農政
課・内線511、県農村環境整備課☎
043－223－2782
◆陸上競技市民大会
日・所10月27日㈯受付8時30分～　
白井運動公園陸上競技場（雨天時6時
以降に問い合わせ、荒天中止）　種目
①一般・高校男子…100m・5000m・
砲丸投げ・走り幅跳び ②一般・高校
女 子 …100m・3000m・ 砲 丸 投 げ・
走り幅跳び ③中学男子…1年100m・
1500m、共通100m・200m・800m・
1500m・3000m・4×100mR・ 砲 丸
投げ・走り幅跳び ④中学女子…1年
100m、共通100m・800m・1500m・4
×100mR・砲丸投げ・走り幅跳び⑤小
学男子・女子…4年100m、5年100m、
6年100m、4年生以上共通1000m・4
×100mR・走り幅跳び　費1人1種目
500円（市内在住の小・中学生は300
円）　 ・ ハガキに種目・最近の記録・
住所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話番号・所属を
明記し、10月20日㈯必着で〒270－
1143天王台1の13の2 村田寛 ☎7185
－2226
◆こもれびまちづくり協議会
　こもれび秋のフェスタ
日10月27日㈯9時30分～18時、28日
㈰9時30分～17時　内作品展、催し
物、27日お抹茶を楽しむ会、28日ミ
ニクラフト体験　所・ 近隣センター
こもれび☎7165－2011
◆楽ネイチャーイン
　「谷津の自然観察会と谷津まつり」
日10月27日㈯9時30分～12時　所東
我孫子駅南口広場集合（小雨実施）、現
地解散　内谷津ミュージアムの自然
観察、谷津まつりへの参加　定25人　
費無料　 手賀沼課・内線468
◆第9回 谷津まつり
日10月27日㈯10時～14時（小雨実施、
荒天時28日㈰）　所谷津ミュージアム

「作業小屋」※バス停「中央学院高校」
下車徒歩3分（駐車場なし）　内餅つ

き、体験コーナー（足踏み脱穀機・竹
とんぼ作りなど）、「コカリナサークル
あびこ」の演奏（雨天中止）、地元野菜
の即売、写真パネル展示ほか　費無
料　 手賀沼課・内線465
◆第2回 グリスポ祭り
日10月27日㈯　内フリーマーケット、
音楽祭、体力測定、ウオークラリ―な
ど　所・ 取手グリーンスポーツセ
ンター☎0297－78－9090 http://
www.toride-green-spocen.com
◆久寺家地区まちづくり協議会
　秋の収穫祭＆フリーマーケット
日10月28日 ㈰10時 ～16時　 内10時
～…フリーマーケット、サークル発
表、模擬店（有料）、11時30分～…芋
煮鍋（無料）、赤飯（200円）、14時～
…演奏会　所・ 久寺家近隣センター
☎7179－1166
◆人権フェスタあびこ
日10月31日㈬13時～15時30分　所西
部福祉センター（入場無料）　内「人権
大喜利」落語家…山遊亭金太郎師匠ほ
か。我孫子警察署による防犯講話。　

社会福祉課・内線432
◆採って食べよう里芋芋煮会
日11月3日㈷10時～13時（小雨実施）
所仲原農園（9時30分あけぼの山農業
公園または我孫子駅北口集合）　定先
着40人　費300円　持長靴、軍手、
飲み物、タオル、お椀

わ ん

、箸
は し

、農作業に
適した服装　 ・ 電話であびこ型「地
産地消」推進協議会事務局☎7128－
7770（月・火・木曜日の9時～17時）
◆第4回 もみじまつり
日11月3日㈷10時～15時（雨天時4日
㈰）　所布佐駅周辺　内地元商店や地
域希望者の出店、フリーバザールほか。
おまつりスタンプラリーの抽選会も開
催！　 松島☎7189－2100
◆第24回 我孫子市ペタンク大会　
日11月4日㈰8時50分集合、13時ごろ
解散（小雨実施）　所川村学園女子大
学グラウンド　内3人1チームによる
リーグ戦（初心者歓迎）　対市内在住、

在勤、在学の方　費1人300円（当日
徴収）　 ・ ハガキに大会名、チー
ム名、参加者全員の氏名・住所・電話
番号を明記し、10月24日㈬必着で〒
270－1164つくし野6の16の15鶴征
四郎☎7184－3278
◆高校・大学・一般市民柔道大会
日・所11月4日㈰10時～市民体育館　
対市内在住・在勤・在学の方　費500
円　 ・ ハガキに大会名、住所、
氏
ふ り が な

名、生年月日、学年、電話番号を
明記し、10月25日㈭必着で〒270－
1121中峠1304星野榮☎7187－1493
◆第42回 我孫子市民剣道大会
日11月11日㈰9時30分開会　所市民体
育館　種目…小学校低学年・高学年、
中学男子・女子、高校男子・女子、大
学一般男女3段まで、大学一般男女4段
以上（全個人戦）　費小中学生300円、
高校生以上500円（当日徴収）　 ハガ
キ、ファクスに大会名、氏名、住所、電
話番号、性別、年齢、段位を明記し、
10月26日 ㈮ 必 着 で 〒270－1132湖
北台3の11の5日髙靖輝 ☎ 7169－
3115、携帯090－5403－2012
◆あびこ市民グラウンドゴルフ大会
日11月20日㈫（予備日29日㈭）9時～
12時30分　所五本松運動広場　内グ
ラウンドゴルフ24ホールの個人戦　
対 市内在住の方　定 先着144人　費
500円（当日徴収）　 ・ 往復ハガ
キに氏名、住所、電話番号、年齢を記
入し、〒270－1173青山847の5越前
☎7184－7635（10月31日㈬必着）

講演・講座・教室
◆楽湖北地区公民館自主事業
　「ふれあい陶芸講座」
日10月27日、11月10日・24日、12
月8日・22日、平成25年1月12日・26
日、2月2日いずれも㈯10時～15時（全
8回）　内粘土の練り方から窯出しまで
陶芸の基礎を学ぶ　定20人（応募多数
時抽選）　費7000円（材料費込）　所・ ・

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

▼思い出の和紙絵展・横瀬貞子　10
月18日㈭～27日㈯10時～17時。ギャ
ラリー芙蓉。入場無料。伝統ある和紙
を素材に見事な色彩センスで創作し
た花や風景画など洗練された作品。
ギャラリー芙蓉☎7106－1369
▼素敵な音楽で楽しく、ダンスパーティ
10月23日 ㈫13時30分 ～16時20分。
けやきホール。500円。トライアル、

ミキシングあり。 白樺社交ダンス
クラブ・木村☎090－4615－1605
▼琵琶演奏会（平家物語を中心に）　
10月27日㈯13時開場、13時30分開演
アミュゼ柏。入場無料。 千葉県琵琶
楽連盟・松田☎7183－0489
▼ ハロウィーン Cooking Party in 
English　10月31日㈬9時30分 ～12
時。けやきプラザ8階。オーストラリ
ア人講師とエスニック料理を作って楽
しみませんか。3000円。 イングリッ
シュ360°☎090－5498－0715
▼女性のためのこころのケア講座　

11月10日 ㈯13時30分 ～15時30分。
我孫子北近セ並木本館。グリーフ（喪
失による深い悲しみ）ケアとは。500
円。 ・ グループ・ラパン☎090－
1534－8905（10時～20時）
▼金砂郷新そば祭と竜神峡谷大吊橋、
黄門様の西山荘見学他　11月10日㈯
我孫子駅北口8時出発。先着25名。
3500円。 食農倶楽部・友利☎7183
－8383
▼来る年“巳”木目込干支無料講習会　
12月14日 ㈮、17日 ㈪、23日 ㈷。13
時30分～16時30分。あびこ市民プラ
ザ　2000円（材料費）　申込日10月26
日㈮14時～16時。あびこ市民プラザ。

鈴木☎7164－6609
▼うたびと“風”のつどい〈女声〉コン
サート　11月16日㈮19時15分開演。
川口リリア音楽ホール。委嘱初演…新
実徳英（和合亮一「詩の邂

か い こ う

逅」）、寺嶋
陸也。指揮…片山みゆき。出演…碧＆
きなりね。 阿部☎7184－0093

〈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

▼ランニングクラブ・我孫子走友会　
毎週㈰7時～8時30分。手賀沼公園多
目的広場集合。5㎞・10㎞・ウオーキ
ング各コース。年2000円。 ・ 鎌
方☎7188－3301
▼バドミントン　毎週㈰13時～15時、
㈬19時～21時。湖北台西小体育館。入
1000円。3か月2000円。 湖北台バド
ミントンクラブ・島田☎7188－2705
▼あびこJrアタッカーズ（バレーボー
ル ）　 毎 週 ㈰16時30分 ～18時55分。
我孫子第二小学校体育館。小学校3年
～6年生の男女。入3000円。月1000
円。 牛島☎7139－8415
▼我孫子空手道クラブ会員　毎週㈪㈯
18時30分～20時30分。湖北台東小学
校体育館。月大人2500円、子供2000
円。 吉田☎7188－0862

情報ひろば /市民伝言板

http://www.toride-green-spocen.com
http://www.toride-green-spocen.com
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