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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20回 フロンテアニューイヤー
　コンサート
日平成25年1月20日㈰15時30分開演

（14時50分開場）　所柏市民文化会館
内ベートーベン「ピアノ協奏曲第5番

『皇帝』」「交響曲第7番」　定1400人（応
募多数時は抽選）　費無料　出演新日
本フィルハーモニー交響楽団、飯守泰
次郎さん（指揮）、清水和音さん（ピア
ノ）　対我孫子市、柏市、流山市在住
の方　 ・ 往復ハガキに住所、氏名、
年齢、職業、電話番号（2人希望の場
合2人分を記入）、返信面に住所、氏
名を明記し、12月19日㈬消印有効で、
〒277－8539柏市新十余二5三協フロ
ンテア㈱ニューイヤーコンサート事
務局☎7133－6666　※応募は1人に
つき1回。結果は返信ハガキにより発
表。※幼児（未就学児）同伴はご遠慮
ください。
◆あびこ少年少女合唱団
　クリスマスコンサート
日12月24日㈪ ①15時 ～15時30分 ②
16時～16時30分③17時30分～17時
45分　所あびこショッピングプラザ1
階フードコート特設会場（③は正面入
り口の広場）　 寺内☎7188－7303
◆第6回 労働・生活・健康なんでも相談会
日12月25日㈫10時～14時　所柏駅東
口Wデッキおよび京北ホール6階　内
弁護士、専門のスタッフが、労働・生

活・法律・保険・年金などの相談に応
じます。秘密厳守。費無料　主催「ち
ば派遣村in東葛柏会場」実行委員会　

東葛ユニオン内☎7136－7843（電
話相談も受付） 7136－7844
◆我孫子南まちづくり協議会
　お正月を迎えるいけばな体験
日12月28日㈮ ①10時 ～11時30分 ②
13時30分～15時　定各先着20人（要申
込）　費1300円（花代）　持はさみ・雑
巾・筆記用具※各々活けた花は持ち帰
りできます　所・ ・ 我孫子南近隣
センター☎7181－1011
◆お正月特別企画「鳥凧教室」
日平成25年1月6日㈰13時30分～15時
30分　所鳥の博物館2階多目的ホール
内ポリ袋を利用して簡単によく揚がる
鳥凧を作ります　対小学生以上（小学
2年生以下は保護者同伴）　定先着20
人（要申込）　費無料（ただし入館料が
必要です）　 ・ 鳥の博物館☎7185
－2212

◆笑門来福「市民プラザ寄席」
日 平成25年1月19日㈯ 13時～15時

（12時30分開場）　所あびこ市民プラ
ザホール　内落語で大きく笑って、明
るい新年を迎えよう！　出演寿

じ ゅ げ む

限無の
会　特別出演柳家三壽　定先着150人

（申込不要）※未就学児の入場はご遠慮
ください　費300円　主催・ あびこ
市民プラザ☎7183－2111

講演・講座・教室
◆こもれびまちづくり協議会
　そば打ち教室
日平成 25年1月20日・2月3日・10日
い ず れ も㈰9時30分 ～13時30分（ 全
3回）　対・定全日程参加できる方、
10人（応募者多数時は抽選）　費1回

1500円　持頭巾、エプロン、タオル、
箸
は し

、持ち帰り容器（クッキー缶のよう
なもの）　所・ ・ 往復ハガキに教
室名、住所、氏名、電話番号を明記し、
12月27日㈭までに〒270－1144東我
孫子1の41の33近隣センターこもれ
び☎7165－2011（10時～17時）
◆あびこシルクロードサークル講演会
　「ローマ人に学ぶ現世」
日平成25年1月12日㈯14時～16時（13
時30分開場）　所アビスタ・ホール　
内数々の国難を越えたローマ人の知恵
とは何か　講師本村凌二さん（元東京
大学教授）　定先着100人　費無料（申
込不要）　 五十嵐☎7184－0517
◆AIRA外国語講座見学
　外国語講座の受講希望を考えてい
る方、レベル確認のためのクラス見
学ができます。期間は平成25年1月上
旬～2月中の予定です（講座の募集は4
月1日号掲載予定）。　 AIRA事務局
☎7183－1231 info@e-aira.jp
http://e-aira.jp/
◆ちば男女共同参画フォーラム2013
日平成25年1月26日㈯13時～16時　
所習志野文化ホール　内①フリートー
ク「防災・災害・復興と男女共同参画」
…堂本暁子さん②講演「次の世代へ
のメッセージ～いま私にできること
～」…住田裕子さん（弁護士）　定先着
1475人　費500円　 ちば菜の花会
事務局☎047－451－9825

募　集
◆こども発達センター臨時職員
　（心理相談員）
任用期間平成25年2月1日～3月31日
まで（更新あり）　勤務日時日数および
曜日は要相談。8時30分～17時　勤
務場所こども発達センター（JR新木駅
徒歩15分）　業務内容児童および家族
に対しての支援（療育指導、発達検査、
心理発達相談など）　資格要件心理、
教育、障害児教育および近接領域を選
考した方　定若干名　賃金時給1420

円（通勤手当別途支給）　選考方法面
接　申込方法履歴書（写真貼付）、資
格証明書を添えて、12月27日㈭必着
で、持参もしくは郵送　 ・ こども
発達センター〒270－1112新木1637
☎7188－0472
◆高齢者なんでも相談室（地域包括支援
　センター）ケースワーカー
雇用期間平成25年2月4日～3月31日

（更新あり）　勤務日時月～金曜日（祝
日除く）8時30分～17時　勤務場所高
齢者支援課　勤務内容高齢者の総合相
談業務、権利擁護業務など　対・定社
会福祉士登録者、1人　賃金時給1200
円（通勤手当、社会保険有）　申込方
法履歴書、登録証の写しを平成25年
1月11日㈮必着で、郵送または持参　
選考方法 面接　 ・ 270－1192市
役所高齢者支援課（住所省略可）・内線
397
◆健康づくり推進員および食生活改善
　推進員
任期平成25年4月1日～26年3月31日

（26年4月以降も1期3年活動できる方）
内健康づくり推進活動、保健センター
事業への協力など（報償あり）。養成
講座は1月～3月の間に実施。対・定
市内在住で30歳～64歳の方、10人程
度　【説明会】日平成25年1月22日㈫
13時30分～（13時15分受付）　所保
健センター　 ・ 電話で平成25年
1月11日㈮までに健康づくり支援課☎
7185－1126
◆学校安全管理員（臨時職員）
登録期間平成25年1月から26年12月
の期間内で、登録者の中から必要に応
じて任用　勤務日学校授業日（週3～4
日・1日4時間）　勤務場所市内各小学
校　業務内容学校内外周辺の巡回、登
下校時の児童の見守りなど　賃金時給
760円　申込方法持参。申込書（教育
委員会に用意）に必要事項を明記し、
写真を貼付。締切日平成25年1月15
日㈫（閉庁日を除く）　選考方法書類審
査と面接　 教育委員会学校教育課
☎7185－1267

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

▼第14回 布佐CUP2012フットサル
大会　12月16日㈰9時～16時。気象
台記念公園。模擬店、フリーマーケッ
ト、ふさだだしおによるイベントもあ
ります。 近藤☎090－1531－5314
▼「親子で英語で遊ぼう！」 12月21日
㈮10時30分～。そらいろのいえ（高野

山）。親子で英語の歌やおはなしで遊
びます。2～3歳児と保護者。無料。
・ 村田☎7133－9567、090－2560
－8402
▼日本舞踊藤間流（紫派）第12回「彩
の会」修練会　12月22日㈯10時30分
開演。湖北地区公民館ホール。入場無
料。多くの方々のご来場を心よりお待
ちしています。 藤間微彩☎7187－
2913、7188－5834
▼千葉県高校演劇 第4地区 年末合同

公演ハーフタイムフェスティバル　12
月23日㈷9時30分～16時30分。湖北
地区公民館。入場無料。 林☎7167
－1301
▼映画「第4の革命」　平成25年1月6日
㈰①10時30分②14時。あびこ市民プ
ラザ。ドイツを脱原発に変えたドキュ
メンタリー映画。再生可能エネルギー
の実例。700円（前売り600円）。 さ
ようなら原発・加藤☎7105－5292
▼中高年の「ゆったりヨーガ」無料体験
会－心身の健康づくり―　平成25年1
月10日㈭10時～11時30分。我孫子北
近セつくし野館。心身を整えましょう。

・ 金丸☎7182－9081
▼ヨーガ＆ピラティス無料体験会　平
成25年1月11日㈮19時30分～20時30
分、14日㈷10時～11時20分。我孫子
南近セ8階和室。病気＆ケガの予防。

永山☎090－2909－2320
▼デイヘルプパソコン講習会　平成

〈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

25年1月12日～毎週土曜日。（全10回）
①10時～12時②13時～15時。我孫子
市社会福祉協議会裏。50歳以上の初
心者。パソコン持参できる方。先着順。
7000円（10回分・教材費含む）。 ・
木村☎090－4397－7528
▼冬の自然を楽しもう　1月20日㈰清
水公園駅西口9時30分集合。（雨天中
止）解散12時半。冬の樹木と野鳥の観
察。30人。200円。1月5日㈯より申込
受付。飲み物、双眼鏡持参。 ・ 東
葛しぜん観察会・鈴木☎7182－3067

やってみよう
会員・仲間募集

▼演歌をハーモニカで吹こう！ 月2回
第2・第4㈪13時～16時。5～8人。月
1500円。説明会…平成25年1月10日
㈭ 9時。我孫子南近セ8階第2会議室。

国定☎7184－5126

情報ひろば /市民伝言板

http://e-aira.jp/
mailto:info@e-aira.jp
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