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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
◆天王台北地区まちづくり協議会
　大人のクリスマスパーティー
日12月15日㈯ 17時～20時　内BIG 
BAND BELL’Zのジャズ演奏、ディス
コ＆ダンスタイム　定先着120人　11
月2日㈮より窓口にてチケット販売開
始　費1000円　所・ 天王台北近隣
センター☎7182－9988
◆湖北台地区まちづくり協議会
　湖北台秋まつり
日11月4日㈰10時30分～16時　内模
擬店（有料）・芋煮会（なくなり次第終
了・無料）、古戸神楽・津軽三味線・
銭太鼓・我孫子吹奏楽団（無料）　所・

湖北台近隣センター☎7187－1122
◆犬猫譲渡会
日11月4日・11日・25日、12月2日・
9日・23日いずれも㈰11時～14時（雨
天実施）　所市役所駐車場　 瓜田☎
080－5195－0400
◆「あよう祭」
日11月10日㈯9時35分～14時15分　
内劇、踊り、音楽活動などの発表、作業
製品の販売、作品展、PTAバザー　所・

県立我孫子特別支援学校☎7187－
0831
◆新木地区まちづくり協議会
　第16回 新木ふれあい文化祭
日11月10日㈯・11日㈰9時30分～16
時30分　内展示発表…絵画、水彩画、
書道、いけばな、押し花ほか。芸能発
表…吹奏楽演奏、楽器演奏、民舞、詩吟、

コーラス、日本舞踊ほか。費無料　所・
新木近隣センター☎7188－2010

◆ふさの風まちづくり協議会
　第４回文化祭
日11月10日㈯10時～17時、11日㈰10
時～16時　内地域文化団体による展
示発表、芸能発表、各種模擬店　所・

近隣センターふさの風 ☎7181－
6211
◆創造会フェスタ2012
日11月11日㈰10時～15時　所平和台
病院、クレオ　内医師による講演、病
院内見学、血糖値測定、骨密度測定、
脳年齢テスト、クイズほか　費無料　

平和台病院広報室・山本☎7189－
1250
◆介護就職デイ・合同就職面接会
日11月14日㈬13時～15時30分（受付
12時30分～）　所松戸商工会館　内
福祉関連事業者20社参加　対介護関
係職種の就職希望者　持履歴書（写
真貼

ち ょ う ふ

付）、ハローワークカード　予約
11月13日㈫までに電話で応募　 ・

ハローワーク松戸☎047－367－
8609 　42#
◆第4回「湖北地区社協まつり」案内
日11月17日㈯10時～　所湖北地区公
民館　内①10時～映画上映「ホーム・
スイートホーム」入場無料・先着250
人②13時～バザーコーナー③10時30
分～休憩・食事スペース④10時30分
～作品展示・販売コーナー⑤11時～
模擬店⑥11時～キッズコーナー⑦10
時30分～出張！高齢者なんでも相談室
⑧14時30分～湖北小学校吹奏楽部演
奏　 湖北地区社会福祉協議会（㈪～
㈮9時～16時）☎7187－2551
◆第108回 史跡文学散歩
　楚人冠の勤めていた銀座界隈を歩く
日11月18日㈰9時我孫子駅改札口内
集合（小雨決行）、14時現地解散　内
泰
た い め い

明小学校（藤村碑）～旧朝日新聞社
跡（啄木歌碑）～交

こ う

詢
じゅん

社～築地小劇場跡
～築地本願寺～芥川生家跡～慶応大学
発祥の地　費非会員500円、有楽町ま
での切符購入　 我孫子の文化を守る
会・越

こ し

岡
お か

☎ 7184－2047

◆ドルチェマンドリーノ第6回 定期演奏会
日11月18日㈰開演14時（13時30分開
場）　所アミュゼ柏　曲目過去への礼

ら い

賛
さ ん

、星空のコンチェルト、黄昏前奏曲、
シャンソンメドレー、モリ―先生の休
暇ほか　出演青

あ お や ま

山忠
ただし

さん（指揮）、ドル
チェマンドリーノ団員（演奏）　費無
料（全席自由）　 近藤☎7189－0703
◆履歴書チェック（ジョブカフェ出張版）
日11月22日 ㈭13時30分 ～16時30分
受付13時20分（1人30分）　所あびこ
市民プラザ　内第三者の視点で応募書
類をチェックします。対就職を希望し
ている15歳～39歳までの方　定12人

（予約制）　費無料　持記入済履歴書、
職務経歴書、自己PR書および筆記用
具　 ジョブカフェちば☎047－426
－8471、商工観光課☎7185－1475

（㈪～㈮9時～17時）
◆朗読「語り草」10周年記念
　『朗読パフォーマンス』
日11月24日㈯開演14時（13時30分開
場）　所けやきプラザふれあいホール
内朗読劇、フルート演奏、男性合唱
など　出演語り草の会員、思い草の会
員、ゲスト鷲津龍蒼さん、細山友子さ
ん、佐藤艶子さん他　費500円（全席
自由）　 朗読「語り草」佐藤☎7166
－1817

講演・講座・教室
◆第二回 元気が出る歴史人物講座
　「日本人のお手本 二宮尊徳」
日11月4日 ㈰18時30分 ～20時30分

（18時15分開場）　所我孫子南近隣セ
ンター9階ホール　講師…岡田幹彦
さん（日本政策研究センター主任研究
員）　費1000円（高校生以下無料）　

日本の心を育む会東葛・岩
い わ ぶ ち

淵☎
7187－5564
◆地域コミュニティ活性化フォーラム
日11月11日㈰13時30分～16時（開場
13時30分）　所アビスタホール　内基
調講演「これからのコミュニティづく
りを考える」岩崎恭典さん（四日市大学
総合政策学部教授）ほか　定先着100

人（申込不要）　費無料　 市民活動
支援課・内線488
◆家事家計講習会
日①11月15日㈭10時～12時②11月19
日㈪10時～12時　所①近隣センター
こもれび、我孫子北近隣センター並木
本館②アビスタ、天王台北近隣セン
ター　定先着①各15人②各35人（定
員になり次第締切）　費資料代400円
※託児費200円（要予約）　 ・ 全国
友の会我孫子・渡辺英子☎ 7183－
7238 hama1223@sc.dcns.ne.jp
◆古文書解読を初体験!!「H24年度　
　市史研 古文書初心者講座」全4回
日11月15・22・29日、12月6日 いず
れも㈭9時30分～11時30分　所我孫
子北近隣センター並木本館　定40人
費1500円（全回分※1回でも同額）　

・ 往復ハガキ、メール。氏名・郵
便番号・住所・電話番号（往復ハガキの
場合は表面にご自分の宛先）を明記し
〒270－1132湖北台5の15の17岡本
方市史研センター事務局宛☎7149－
6404 gasonsi@jcom.home.ne.jp
◆障がい者福祉センター家族会こぴあ
　第10回 お楽しみ会
日11月16日㈮10時～15時30分　所ア
ビスタ（入場無料）　内午前…コカリナ
演奏・マジック・こぴあ寄席落語、午
後…トークライブ（NPO法人活きる染
野和成さん）・懐かしのポピュラー音
楽・ハンドベル演奏　 障害者福祉セ
ンター☎7188－0141（9時～16時）、
こぴあ・藤島☎7189－1673（17時～
20時）
◆布佐南地区まちづくり協議会
　料理講習会「行楽弁当」
日11月16日㈮10時～14時　所布佐南
近隣センター・調理室　内子どもから
お年寄りまで楽しめるお弁当　定先着
20人　費700円（食材費）　持エプロ
ン、三角布、手ふき　 ・ 11月10
日㈯までに費用を添えて、布佐南近隣
センター窓口へ☎7189－3740
◆平成24年度犯罪被害者週間
　「千葉県民のつどい」
日11月18日㈰13時～16時  所柏市民

たのしもう
講演・催し

▼第55回 我孫子市民文化祭謡曲と仕
舞の会（観世流・宝生流）　11月3日㈷
9時30分～17時。湖北地区公民館。入
場無料。 小林☎7185－2230
▼いきいきサポーターレベルアップ講
座　11月8日・22日㈭13時30分～16
時30分。けやきプラザ7階。福祉・介
護の知識や技能の習得。※2月まで開

催。詳しくは問い合わせ。25人。無料。
・ ACOBA☎7181－9701

▼古地図を片手に我孫子宿を歩く　11月
9日㈮13時30分～15時30分。ABIKOs

（本町3の7の10）。江戸・明治・昭和・
現代への移り変わり。手賀沼、楚人冠
などのお話。700円。 ・ ACOBA
☎7181－9701
▼ドームに入った可愛いビーズのクリ
スマスツリーを作りましょう！　11月
9日㈮、12月7日㈮、14日㈮のうち2
日。12時30分～14時30分。アビスタ。

2000円（2日分）。 ビーズ花の会・
沖田☎080－6606－1653
▼笛吹きたちのコンサート　11月11
日㈰14時開演。けやきプラザ。フルー
トアンサンブルで「四季」より「秋」ほ
か。前売り1200円、当日1500円（高
校生以下1000円）。　入場券取扱軽喫
茶ぽぽらなど。 高間☎7184－5417
▼手賀沼・屋形船を楽しむ夕べ　11
月15日㈭15時～17時。手賀沼小池桟
橋。手賀沼の歴史を聞き、沈みゆく
夕日と食事・カラオケを楽しむ。先
着20人。3000円。 ・ NPO法人
ACOBA☎7181－9701
▼里芋掘りと芋煮会　11月17日㈯（雨
天中止）10時30分～14時。むつぼし
第7農園（北新田）。400円。長靴、汚
れてもいい服装で。 ・ 15日㈭ま
でにむつぼし☎7184－6258
▼手賀沼ウオーキング教室　11月17

〈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
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日㈯（ふれあいウオーク同時開催）、
12月8日㈯ 9時30分～13時15分。 ア
ビスタ横東屋。300円（資料・保険代）。

千葉県ウオーキング協会・須藤☎
7184－6204
▼ヨーガ無料体験疲労回復、ダイエッ
ト！　11月17日㈯我孫子北近セ並木本
館。22日㈭我孫子南近セ。いずれも
19時30分～20時30分。 近藤☎090
－2909－2320
▼「いのち」のはなし　11月21日㈬10
時～11時30分。けやきプラザ9階ホー
ル。みんな赤ちゃんだった。いのち
のキセキ。0歳～大人、30人。1000
円。 ・ NPO法人すまいる・松本
☎7179－6106
▼転ばず元気体操　11月21日㈬13時
30分～14時30分。近セこもれび。転
倒を予防して元気な老後をおくりま
しょう。15人。無料。 転ばず元気サー

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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