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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
◆JA東葛ふたば10周年記念感謝祭
日11月25日㈰10時～15時（雨天実施）
所風早集荷場（柏市藤ヶ谷新田49の1・
ガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジ前）※駐
車場あり　内野菜販売、模擬店、ゲー
ム、地区芸能、歌手公演ほか※先着
300人に米1kg進呈　 東葛ふたば農
業協同組合総務部☎7172－3001
◆女声合唱団「道」 第4回コンサート
日12月1日㈯14時開演（13時30分開
場）　所けやきプラザ　内4部構成。ブ
リテン諸島の愛の歌、日本の歌メド
レー、特別演奏、思い出の歌など。出
演女声合唱団「道」、谷篤さん（指揮・
歌）、福﨑由香さん（ピアノ）　費無料　

女声合唱団「道」・梶浦☎7184－
6335
◆我孫子アコーディオンクラブ
　第6回 サロンコンサート
日12月2日㈰14時30分開演　所あび
こ市民プラザ　内アコーディオンで世
界の名曲を楽しむ。出演脇田崚多郎さ
ん（ピアノ）、稲葉有妃子さん（歌）、我
孫子アコーディオンクラブ（演奏）　定
先着150人　費無料　 我孫子アコー
ディオンクラブ・山中☎7187－0960

◆外国人のための交流サロン
日12月8日㈯14時～16時　所あびこ
市民プラザ　内気軽で自由におしゃべ
りするサロンです。お友だちを誘って
ぜひご参加ください。費300円　 我
孫子市国際交流協会（AIRA）事務局☎
7183－1231 7183－2005 info@
e-aira.jp
◆第31回 我孫子市民コンサート
　「フランス音楽へのオマージュ」
日12月15日㈯・16日㈰14時開演（13
時30分開場）　所けやきプラザ　内ビ
ゼー「アルルの女」組曲第1・2番、プー
ランクバレエ音楽「牝鹿」、ラヴェル「亡
き王女のためのパヴァーヌ」　出演冨
平恭平さん（指揮）、我孫子市民フィル
ハーモニー管弦楽団（演奏）　費1000
円（全席自由）　チケット販売所①東京
事務器（湖北駅南口）②けやきプラザ
1階ぽぽら③松井書店（イトーヨーカ
ドー我孫子南口店2階）④浅野書店（柏
駅東口スカイプラザ柏B1階）　 我孫
子市民フィルハーモニー管弦楽団・北
川☎7139－1353
◆手をつなぐ育成会 第39回 クリスマス会
日12月16日 ㈰10時40分 ～14時　 所
つつじ荘　対知的障害をもつ方と保護
者　費1組3500円（昼食・ケーキなど
のお土産付き）　 電話・ファクス。
氏名、住所、電話番号を明示。　締切
日11月30日㈮　 ・ NPO法人我孫
子市手をつなぐ育成会・上田☎090－
5820－7360 7149－0434
◆第33回 我孫子オープン卓球大会
日12月23日㈷9時受付　所市民体育館
内一般男女シングルス・ダブルス　費
シングルス1000円（会員800円、市内
小・中学生500円）ダブルス1組2000円

（会員1600円、市内小・中学生1000
円）　申込方法ハガキに大会名、種目、
所属名（学校名）、郵便番号、住所、
氏
ふ り

名
がな

（ダブルスは2人分）、電話番号

明記　締切日11月30日㈮必着　 〒
270－1142泉9の24の807川久保実☎
7103－8319（平日は19時以降）
◆第6回 みんなで楽しむ音楽会
　「クリスマス・コンサート」
日12月23日㈷17時開演（16時30分開
場）　所けやきプラザ　内バイオリン、
チェロ、ピアノで奏でる癒

い や

しのメロデ
ィー。クリスマス・ソング、タイスの
瞑
め い そ う

想曲、ピアソラのタンゴ、ラフマニ
ノフのヴォカリーズほか。出演アンナ・
スタルノフスカヤさん（バイオリン）、
韮澤有さん（チェロ）、山崎智子さん（ピ
アノ）　費大人1500円（小・中学生
1000円、障害をお持ちの方は無料）　
チケット販売所①けやきプラザ１階ぽ
ぽら②チケットサンタ　 チケット・
サンタ☎0297－68－8752

講演・講座・教室
◆ACOBA Lady’sパソコン講座
日11月29日㈭10時～12時　所けやき
プラザ１階工作室　内クリスマスカー
ドの作成　対・定女性、先着10人（パ
ソコン持ち込み原則）　費1000円（別
途テキスト代300円）　 ・ 講座の
前日までNPO法人ACOBA事務局☎
7181－9701 7185－2241
◆我孫子南まちづくり協議会
　イクメン講座「パパのベビーダンス」
日12月8日㈯14時～16時　所我孫子
南近隣センター・9階ホール　内赤
ちゃんを抱っこし、音楽に合わせて動
きます。泣いていた赤ちゃんがウット
リ、すやすや。男性講師が指導。講
師サイモン・ダウンズさん（日本語も
英語もOK）（日本ベビーダンス協会顧
問・同協会認定インストラクター）　
対・定0歳（首がすわっていること）か
ら1歳ぐらいまでのお子さんと男性の
保護者、先着20組　費1組200円　持

だっこひも、バスタオル、体温計、筆
記用具、赤ちゃんの着替えと水分。動
きやすい服装で。 ・ 我孫子南まち
づくり協議会☎7181－1011

募　集
◆根戸地区まちづくり協議会　根戸近
隣センター管理人
雇用期間12月1日～　勤務日月5～6
日程度（土・日、祝日を含む）①8時
45分 ～16時45分、 ②16時45分 ～21
時　業務内容近隣センター予約受付事
務ほか　定員若干名　賃金平日①760
円・②810円、休日950円　選考方法
書類・面接　詳しくは、お問い合わせ
ください。　勤務場所・ ・ 11月25
日㈰17時までに根戸近隣センター（根
戸573番地の5）へ履歴書（写真貼

ち ょ う ふ

付）
を郵送・持参☎7183－5363
◆竹林の整備作業と竹灯篭作り
　ボランティア
日毎月第1・第3日曜日（11月18日㈰ス
タート）9時～12時　所久寺家近隣セ
ンター前　 ・ 米澤☎090－6503
－2084 y.tokio.116@i.softbank.jp
◆平成25年度 千葉県生涯大学校学生
科目地域活動学部・地域活動専攻科、
造形学部園芸コース、陶芸コース　対
県内在住の昭和33年4月1日以前に生
まれた方。応募締切日12月28日㈮必
着　入学案内配布場所高齢者支援課

（西別館3階）、千葉県高齢者福祉課ほ
か。郵送希望者は、140円切手をはっ
た返信用封筒（角2）を同封し、〒260－
0801千葉市中央区仁戸名町666の2千
葉県生涯大学校事務局まで。※県ホー
ムページからも入手可（http://www.
pref.chiba.lg.jp/koufuku/jinzai/
shougaidaigaku/index.html）　 千
葉県生涯大学校事務局☎043－266－
4705

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

▼あびこゴスペルクワイアコンサー
ト　11月17日㈯17時開演。シティア
ホール。マンションシティアのゴスペ
ルサークルによる第二回コンサート。
無料。 池知☎7185－6227
▼スポーツフェスタ　11月18日㈰10
時～15時。染谷ベースボールパーク

（手賀の丘公園裏）。親子で体を使って
賞品ゲット。宝探しほか。駐車場あり。

松戸リトル事務局☎080－6690－
5539
▼第12回記念一彩会展　11月20日㈫
～25日㈰10時～17時（初日13時～、
最終日～16時）。さわやかちば県民プ

ラザ1階ギャラリー（入場無料）。水彩、
油彩絵画展。 一彩会・鈴木☎7184
－7344
▼アビスタのプランターにチューリッ
プとお花をうえよう！　11月22日㈭10
時30分～11時30分。アビスタ（入場無
料）。対未就園の親子（先着10組）。
・ ガーデンクラブ・ガマダ☎090－
8117－4098
▼長唄三味線体験教室　11月23日㈷
10時～12時。我孫子南近セ（けやき
プラザ）。どなたでもお気軽にご参加
ください。 和

わ

季
き

の会・杵
き ね や

屋和
わ き

季☎
7185－9862、090－9132－1392
▼池田なみジャズライヴ　11月23日
㈷①15時②18時。湖北駅前サロンド
エルム。各3000円（飲み物・菓子付）。

実力派ジャズヴォーカル池田なみが昨
年大好評を博した感動のライヴを再
び。 エルム☎7188－3851
▼スウェーデンセミナー　11月25日
㈰12時～17時。けやきプラザ10階A
会議室。日本の社会民主主義はスウ
ェーデンのように何故育たなかったの
かを考える。500円（資料代）。 ス
ウェーデン研究会☎7184－5322
▼エストレーラバレエ第21回発表会
11月25日㈰15時30分開演（15時開場）。
印西市文化ホール。「バレエコンサー
ト」「眠れる森の美女第3幕」。無料。

荒井☎7189－5885※詳しくはエス
トレーラバレエホームページ
▼オータムコンサート　11月28日㈬
13時30分開演。あびこ市民プラザ。
ハンドチャイム・筝・三角ヴァイオリ
ン・ミュージカルの4団体合同演奏会。
無料。 山崎☎7188－5598
▼パソコン市民講座インターネットを
楽しもう　11月29日㈭13時30分～。
我孫子南近セ。検索の仕方、フリーソ
フト、楽しいサイト紹介など。先着
10人。1000円。 パソコン楽しみ隊・

〈市民伝言板のお申込み方法〉　1月1日号は掲載がありません。1月16日号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、12月7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

川口☎7182－1528
▼女性のためのこころのケア講座
12月1日㈯13時30分～15時30分。我
孫子北近セ並木本館。目に見えない
人と人との境目とは。　500円。 ・

グループ・ラパン☎090－1534－
8905（10時～20時）
▼我孫子の文化を守る会放談くらぶ　
12月2日㈰14時～16時。我孫子南近
セ和室。「デモクラシーの使者　坂西
志保」。講師…越岡禮子（同会副会長）
先着30人。300円。 田口☎7183－
4438
▼第24回 あびこ市民クリスマス　12
月8日㈯13時30分～16時。けやきプ
ラザ。550人。大人1000円（前売り
800円）、子ども500円（前売り400円）。
沢知恵さんの賛美を中心に。 鳥居
☎7188－4885
▼家庭で作れるフランス料理教室　
12月16日㈰11時～14時。アビスタ。
今年のクリスマスはお家でフレンチ
を。年齢性別不問。先着20人。2500円。
エプロン、ふきん、筆記用具持参。
栗山☎090－6006－3479

情報ひろば /市民伝言板
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