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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
◆我孫子の起業家を応援！
　第11回 市民チャレンジショップ
日12月6日 ㈭ ～8日 ㈯10時 ～17時　
所アビイクオーレ（イトーヨーカドー
我孫子南口店1階エントランス）　内
市民の起業家による手作りアクセサ
リー、輸入雑貨・子ども服、幅広皮靴
などの販売　 NPO法人ACOBA・
桒田☎7181－9701 7185－2241
rkuwada@jcom.home.ne.jp
◆中央学院大学吹奏楽団
　第18回 定期演奏会
日12月7日㈮18時30分開演（18時開
場）　所けやきプラザふれあいホール

（入場無料・全席自由）　内中央学院大
学校歌、ARSENAL、二つの交響的
断章第二楽章　 中央学院大学学生課
☎7183－6518
◆フクアリに行こう！
　ラグビーＮＥＣホームゲーム
日12月8日 ㈯13時 キ ッ ク オ フ　 所
千葉フクダ電子アリーナ（蘇我）　内
NECラグビー部「グリーンロケッツ」
対NTTコミュニケーションズ「シャ
イニングアークス」戦　 我孫子市ス
ポーツ振興応援団事務局（我孫子市商
工会内）☎7182－3131
◆チャリティーバザール
日12月9日㈰10時～14時　所アビス
タ前広場（手賀沼公園側入り口）　内
衣類・食器・靴・日用品などのバザー
ル。売上は若松・手賀沼遊歩道の野良
犬・猫を増やさない活動のための資金

とします。主催・ 手賀沼わんニャ
ンクラブ・大久保☎7183－1591
◆恵の会12月X'masうたごえと
　コンサート感謝をこめて！
日12月12日㈬13時開演（12時開場）　
所アミュゼ柏　内全3部。荒城の月、
秋桜、ともしび、ホワイトX'masほか　
出演北原恵子さん（伴奏・指揮）、田中
裕子さん（朗読）ほか　費500円（要予
約・当日券あり、全席自由）　 ・
北原☎7135－0852
◆認知症の方の家族のつどい「あびこ」
日12月12日㈬13時30分～15時30分
所けやきプラザ　内介護方法や日ごろ
の悩みなどについての情報交換。「認知
症の人と家族の会千葉県支部」世話人
の方との交流会。　対認知症の方を介
護している家族・介護経験者　費無料

高齢者支援課☎7185－1112
◆湖北台地区まちづくり協議会
　湖北台クリスマスコンサート
日12月15日㈯13時30分～15時30分　
内サウンド・オブ・ミュージック、ア
ヴェ・マリア、トロイカほか　出演ヴ
ィヴァ・マンドリーノほか　費無料　
所・ 湖北台近隣センター☎7187－
1122
◆我孫子南まちづくり協議会　第13回
　スカイサロンコンサート『ソプラノデュ
　オによるトワイライト・クリスマス』
日12月15日 ㈯16時 ～17時30分　 内
アヴェ・マリア、アメージング・グレー
ス、「カルメン」よりハバネラほか　出
演宮部小牧さんほか　定100人（12月
2日㈰10時から整理券配布）　所・
我孫子南近隣センター☎7181－1011
◆昭和ルネッサンスライブinあびこ
日12月16日㈰14時開演（13時30分開
場）　所湖北地区公民館　内霧島昇・
松原操の三女、二代目松原操さんによ
る懐メロコンサート。東京行進曲、お
祭りマンボほか。費2000円（全席自
由）　 ・ あびこファミリーコンサー
ト・浦☎7184－4572
◆婚活パーティ
日12月16日 ㈰18時20分 ～20時30分

（受付18時10分～）　所我孫子南近隣
センター　対・定25歳～39歳までの

男 女 各15人　 費 男 性4000円、 女 性
2000円　 ・ 電話・ファクス・Eメー
ルで氏名、性別、年齢、連絡先を明示
し、NPO法人婚活支援センターハッ
ピーサイズ・谷津☎7184－1909、
090－5512－6638 7184－1986
happysiz@taupe.plala.or.jp（12月
12日㈬締切）
◆平成24年度福祉ボランティア交流会
日平成25年1月13日㈰14時～16時20
分（受付13時50分～）　所あびこ市民
プラザ（入場無料）　内市内で活躍して
いるボランティアの方のお話と意見交
換　対・定先着30人（これから始めよ
うと思っている方も可）　費無料　主
催・ ・ 電話・ファクス・Eメールで、
氏名、住所、電話番号を明示し、我孫
子北地区社会福祉協議会☎ 7165－
3434 kita@abiko-shakyo.com（12
月27日㈭締切）

講演・講座・教室
◆甲種防火管理新規講習
日①平成25年1月29日㈫・30日㈬②1
月31日㈭・2月1日㈮　所我孫子南近
隣センター（けやきプラザ9階）　定先
着各80人　費6000円　持上履き、下
足入れ　申込方法申込用紙に必要事項
を明記し、千葉県消防設備協会にファ
クス 043－268－7129、または持
参（申込日①12月11日㈫・12日㈬②
12月13日㈭・14日㈮）※申込用紙は
日本防火協会のホームページ、消防本
部、各消防署・分署に用意　 千葉県
消防設備協会（千葉市中央区仁戸名町
666の2）☎043－268－6033、 我 孫
子市消防本部予防課☎7181－7702
◆楽第4回WorldCooking2012「日本」
日12月15日㈯10時～14時　内家庭で
簡単に作れるお正月料理（鶏もも肉の
野菜巻き、高野豆腐の詰め煮、甘酢
れんこんのサーモンはさみ）　講師…
文岡尚子さん　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　
所・ ・ 窓口・ハガキ・ファクス・
Eメールに住所、氏

ふ り が な

名、年齢、性別、

電話番号を記載し、湖北地区公民館ま
で（12月9日㈰必着）。〒270－1122中
里81の3 7188－7720 kohoku.k@
chiba.email.ne.jp☎7188－4433
◆中高年のためのスキー講習会
日平成25年1月17日㈭市役所前20時
発～20日 ㈰（2泊3日）　所山形蔵王
温泉スキー場　定先着40人　費3万
9000円（昼食、リフト代、レンタル
料別※申込金１万円）　 ・ ハガキ
に住所、氏

ふ り が な

名、年齢、性別、電話番号
を明記し、〒270－1152寿1の3の28
渡辺忍まで（12月15日㈯必着）☎090
－5348－3033
◆布佐南地区まちづくり協議会
　手作りしめ飾り講習会
日12月23日㈷午前の部…9時～12時・
午後の部…13時30分～16時　定各15
人　費700円（材料費として）　所・
・ 費用を添えて布佐南近隣センター
窓口☎7189－3740
◆成年後見制度説明会～相続・遺言～
日①相続…平成25年1月27日㈰13時
～15時②遺言…2月3日㈰13時～15
時　所けやきプラザ（費用無料）　内認
知症などにより判断能力が十分でない
方の権利や財産を守る「成年後見制度」
の説明会。講師…宮田圭佑さん（認定
司法書士）　定先着40人　所・ ・
電話・ファクス・Eメール。住所、氏
名、電話番号・メールアドレス（ある方）
を明記し、東葛市民後見人の会事務局
☎ 7187－5657 tskna@yahoo.
co.jp（1月10日㈭締切）※個別相談会
を同日開催します（申込方法は説明会
と同様）。

募　集
◆環境美化推進員（ボランティア）
　～あなたの手で美しい我孫子に～
任期平成25年2月1日～27年1月31日
内地域の環境美化のための、啓発事業
への参加など。定40人（応募多数時選
考）　  ・ 郵送・持参。任意様式に

「環境美化推進員」、住所、氏名、生年
月日、職業、電話番号、環境美化に関
する意見を明記し、〒270－1121中

たのしもう
講演・催し

▼津軽三味線 清風会「発表会」　12月
2日㈰10時～11時30分。近セふさの
風・多目的ホール。入場無料。 大旗
☎7189－3705
▼エンジョイ楽々ジャズダンス（中
級）　12・1月の㈫18時30分～21時、 
アビスタ。㈭10時～12時、天王台ス

タジオ。ストレッチとダンス。1回
1500円、無料体験可。 NPO法人わ
ごころ・鴨田☎ 7186－5665
▼クリスマス・ソングを英語で歌う会
12月5日㈬15時10分～17時。アビス
タ2階。費800円。米人講師と名曲を
唄いませんか。 イングリッシュ・フ
ァン・クラブ・川島☎7186－0387
▼クラシックバレエ無料体験会　12
月9日㈰10時30分～12時。エストレー
ラバレエ布佐スタジオ。3歳～小学生

（男の子も大歓迎）。要予約。駐車場あ
り（10台）。 ・ 荒井☎7189－5885
※詳しくはHPを。
▼宇宙に生物は。巨大隕石はいつ来る
か。　12月9日㈰13時～。近セこもれ
び。細谷睦

あ き お

夫先生（宇宙物理学者）の
お話しとうたごえ大会（童謡、叙情歌、
ポップス、歌謡曲など）。費1800円。

・ 栗田☎090－1650－3660
▼気功、身心健康セミナー　12月9日
㈰13時受付。近セこもれび。「より快
適に楽しく生活するために」　講師…
月辰会整骨院院長。先着30人要予約。
費300円（資料代）。締切12月7日㈮。

・ 山中☎7183－6459
▼「混

こ ん と ん

沌の現在を維新前後から読み直
そう～未来への発信～」　12月9日㈰
14時～15時。アビスタ工作室。講師
…松戸徳川家3代目当主　徳川文武。

〈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

定20人（無料）。 海津☎ 7184－
9828
▼歌声喫茶チャイカ　12月11日㈫14
時開演。あびこ市民プラザ。「歌って
歌って年忘れ」童謡・叙情歌・ロシア
民謡・懐かしい流行歌など。自由参加。
費600円。 類地☎7182－8135
▼平成研究会第209回公開講演会　
12月12日㈬15時30分～。アビスタ。
内我孫子市文化祭などの「三曲演奏」
を名解説で楽しみます。解説者…坂
口伶

れ い ほ う

鳳さん（会員）。先着40人。無料。
事務局・中村☎7187－2934

▼友愛バザー　12月13日㈭10時30分
～12時。天王台北近セ・ホール。会
員手作りのおもちゃ、エプロン、お菓
子、パン。中古衣料、リサイクル品ほ
か多数。 全国友の会我孫子・津賀
☎7187－2064

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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