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ダウンロードも可）に必要事項を記入し、掲載希望号の1カ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 7185－1520
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「情報ひろば」の掲載記事は、市や官公庁主催・共催・後援、
補助団体の記事です。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…持ち物、 …申し込み（記載のないものは申し込み
不要）、 …問い合わせ、楽…あびこ楽校事業

講演・催し たのしもう

▼第50回 思い出の歌こころの詩 すみ
れの会　10月1日㈪14時～。天王台
北近セ。どなたでも参加可能。ピアノ
伴奏、ドリンク付き。500円。 伊
藤☎090－2903－4141
▼ご一緒に歌いましょう in 我孫子　
10月5日㈮・19日㈮14時～。市民プ
ラザ。懐かしい童謡・叙情歌を楽しく
歌いましょう。1000円（初回のみ別
途歌集代）。 大平☎7183－7388
▼楽しく歌う♪（無料体験会）　10月
5日㈮19時～。アビスタ。発音・発声
から、世界・日本の歌 叙情歌を気持

ちよく一緒に歌いましょう。初心者歓
迎。 坂巻☎090－2237－9827
▼我孫子のかくれた里山、岡発戸に
秋をもとめて　10月7日㈰東我孫子駅
10時集合。谷津ミュージアムの里山
を案内。先着30人。200円。 東葛
しぜん観察会・鈴木☎7182－3067
▼平成会公開講演会「20年アクアラ
イン、自慢のあの技術」　10月10日
㈬15時30分～。アビスタ第2学習室。
講師…豊田敏則さん。当日先着40人。
100円。 中村☎7187－2934
▼第106回・107回 楽しい歌声広場　
10月12日㈮、11月16日㈮14時～。
我孫子北近セ並木。500円（初回のみ

別途歌集代）。飲み物持参。 乳
に ゅ う い

井☎
7185－2010
▼詩吟発表大会　10月13日㈯13時
20分～。湖北台近セ。伴奏尺八あり。
無料。 我孫子吟詠会・小泉☎7187
－6181
▼あびこ市歩こう会　10月14日㈰8
時24分我孫子駅乗車（成田線）。我孫
子の鎌倉道を歩く。小雨実施。10㎞
ウオーク。300円。昼食持参。 鈴
木☎090－1404－7463
▼放談くらぶ「嘉納治五郎と松本家
のネジづくり」　10月14日㈰14時
～。アビスタ第2学習室。講師…松本
眞輔さん。300円。要申込。 我孫
子の文化を守る会・佐々木☎7185－
0675
▼コミュニケーションアップ講座　
10 月 15 日 ㈪・22 日 ㈪・29 日 ㈪、
11月5日㈪13時～。公民館など。人

間関係の悩みの原因と解決法。1回
3000円。 ・ 平川☎080－3029
－7521（ショートメール可）
▼第16回 琴友会大正琴発表会　10月
20日㈯13時～。湖北地区公民館ホー
ル。演歌、民謡、歌謡曲など。講師…
曽我千揚さん。無料。 都築☎7188
－8279
▼下水処理場の仕組みについて学びま
せんか？　10月21日㈰10時～。我孫
子市産業まつり。来場者に下敷き配布。
出展企業…水ing、メタス、特産、西
原JV。 終末処理場☎7189－6820
▼「冷え取り健康法」勉強会　10月
21日㈰14時～。我孫子南近セ。頭寒
足熱により免疫力を高める方法と東
洋医学的学び。500円。要申込。
かおり鍼灸院・酒井☎090－3539－
4126
▼家事家計講習会　10月25日㈭・27

1種目500円（小・中学生300円）　
・ 10月20日㈯必着ではがきに種目・
最近の記録・住所・氏名・年齢・電話
番号・所属を明記。〒270－1143天
王台1の13の2村田寛☎7185－2226

第35回 我孫子市ペタンク大会
日11月4日㈰8時30分集合（小雨実施）
所五本松運動広場　内3人1チームの
リーグ戦（初心者歓迎）　費1人300円

・ 10月20日㈯必着ではがき・フ
ァクスに大会名・チーム名・参加者全
員の住所・氏名・代表者の電話番号・
ボールの有無を明記。〒270－1165
並木6の1の12垣内隆男 7182－
2703☎090－4609－1351

ギターアンサンブル・リオ
第23回 定期コンサート

日10月21日㈰14時開演　所けやきプ
ラザホール　曲目小雨降る径

み ち

、涙そ
うそう、虹と雪のバラード、グラナダ
ほか　費無料※全席自由　 丸山☎
7153－0195

柏市民吹奏楽団 第59回 演奏会
日10月21日㈰14時開演　所柏市民文
化会館　曲目交響詩「ティル・オイレ
ンシュピーゲルの愉快ないたずら」、
序曲「春の猟犬」、組曲「オセロ」ほか　
費無料※全席自由　 松村☎090－
9834－4094

相馬霊場八十八ケ所巡り
「我孫子の鎌倉道と古代東海道」

日10月28日㈰新木駅前広場8時40分
集合、天王台駅12時30分頃解散（荒
天時11月4日㈰）　内新木駅前広場→
第77番葺

ふ き あ え ず

不合神社→第25番→第29番
日秀観音、個人の大師堂→将門神社→
鎌倉道→イヌシデの森→湖北台東小→ 
第73番正泉寺→谷津ミュージアム→
第36番滝前不動堂→天王台駅（約10
㎞）　費500円　 熊倉☎0297－73
－3906

講演・講座・教室  
楽 湖北地区公民館（コホミン）講座

◎公民館・近隣センター四館合同企画
野崎信一絵画作品展～成田線の風景～

イベント  
我孫子市総合型地域スポーツクラブ
あびこ根戸エンジョイクラブ体験会

①日10月2日㈫・9日㈫13時30分～15
時（雨天中止）　所つくし野多目的運動
広場　内グラウンドゴルフ　②日10月
6日㈯9時～12時（雨天中止）　所つく
し野4号公園　内太極拳、太極拳終了
後近隣ウオーク　③日10月9日㈫9時
～12時　所つくし野多目的運動広場
内スケッチ（用具持参）　④日10月15
日㈪・22日㈪9時15分～11時30分（雨
天中止）　所中央学院大学サッカー場
内グラウンドゴルフ　⑤日10月20日
㈯9時～12時　所根戸小体育館　内太
極拳、ショートテニス、ペタンク、バ
ドミントン、卓球　持上履き

〈共通〉費無料（申込不要）　持飲み物
※学校行事により会場が変更の場合あ
り　 本橋☎7182－4187

第22回 どんとこまつり
～みずきで楽しもう　地域のわ～

日10月6日㈯10時～14時　内模擬店、
福祉事業所の製品販売、ステージ発表

（エアロビクス、和太鼓など）　所・
障害福祉サービス事業所みずき（古戸
804）☎7187－5171

第20回 湖北台健康まつり
日10月13日㈯9時30分～12時　所湖
北台中学校　内健康測定（身長・肺活
量・血管年齢・骨健康測定など）、体
力テスト（開眼片足立ち・障害歩行・
椅子立座りなど）、健康相談（聖仁会
病院・保健センター・高齢者なんでも
相談室）、リラックス体験、中学生に
よる吹奏楽、防災食などの無料配布、
手賀沼のうなきちさんによる赤い羽根
共同募金など　費無料　持上履き　

湖北台地区社会福祉協議会☎7188－
1410

我孫子国際野外美術展
「20年のあゆみ展」

日10月13日㈯～11月1日㈭9時～16
時（月曜日を除く）　所旧井上家住宅
新土蔵　内国際野外美術展の20年を
振り返るパネル展示会　費無料　
江上☎090－9858－4625

第7回 あびこグラウンドゴルフ
交流大会

日11月6日㈫9時～13時（受付8時30分
～、雨天時13日㈫）　所五本松運動広
場　内32ホール個人戦　対・定市内在
住・在勤・在クラブ、先着120人　費
500円　 ・ 10月15日㈪必着で往
復はがきに住所・氏名・電話番号・性
別・年齢を明記。〒270－1138下ケ
戸1825の11梅田博巳☎7184－9546

第42回 あびこ福祉バザー
日10月20日㈯10時30分～15時※売
り切れ次第終了　所アビイホール（ア
ビイクオーレ3階）　 我孫子市社会
福祉協議会☎7184－1539

陸上競技市民大会
日10月27日㈯受付8時30分～（雨天
時6時以降問い合わせ、荒天中止）　
所柏の葉公園総合競技場　種目①一
般・高校男子…100・5000ｍ・砲丸
投・走幅跳 ②一般・高校女子…100・
3000ｍ・砲丸投・走幅跳  ③中学男
子…1年100・1500ｍ、共通100・
200・800・1500・3000・4×100
ｍR・砲丸投・走幅跳 ④中学女子…1
年100ｍ、共通100・800・1500・4
×100ｍR・砲丸投・走幅跳 ⑤小学男
子・女子4～6年…各100ｍ、4年生以
上共通1000ｍ・4×100ｍR・走幅跳
対市内在住・在学・在勤の方　費1人

日10月31日㈬まで（時間は各会場開
館時間）　所湖北地区公民館、各近隣
センター（湖北台・新木・布佐南・ふ
さの風）　内野崎信一さんの成田線沿
線の水彩画約100点を展示
◎音楽療法でリフレッシュ！
～元気にドレミ♪～
日11月12日㈪13時～14時30分　所
湖北地区公民館　内歌・リズム遊びな
どで脳トレーニング。講師…藤原葉子
さん（流山音楽療法）　定20人　費500
円　持動きやすい服装、上履き、飲み
物　 電話または窓口

〈共通〉 湖北地区公民館☎7188－
4433

ポリ袋調理にチャレンジしよう！
日10月31日㈬9時30分～14時　所湖
北地区公民館　内角煮などの本格的
肉・魚料理、野菜や卵のお総菜から災
害時にも役立つメニューなどの省エネ
調理です　定先着16人　費1000円

・ 10月3日㈬まで（10時～15
時）に電話。食の会あびこ☎7149－
7909
心臓ペースメーカーに関する勉強会

日10月21日㈰11時～13時　所船橋
市西部公民館　内心臓ペースメーカー
に関わる話題、質疑応答。講師…小林
智さん（習志野病院病院長）、髙橋長
裕さん（ちば県民保健予防財団総合健
診センター顧問）、機器メーカー7社
の代表者　対心臓ペースメーカー装着
者、予定者と家族　費1000円※付添
人無料　 ・ 10月7日㈰までに（9
時～12時）日本心臓ペースメーカー友
の会・長澤☎ 7183－0525

第68回 千葉県民体育大会
なぎなた競技「楽しいなぎなたの体験」
日10月14日㈰12時～13時　所市民
体育館　内一般観覧の方を中心とした
体験会、アリーナでは素足（用具貸出
あり）。なぎなたに関する展示あり　
定20人　費無料　 ・ 10月10日㈬
までに電話・ファクスで住所・氏名・
年齢・電話番号を明示。我孫子市なぎ
なた連盟・大橋☎ 7184－2104

市民
伝言板

市民伝言板は、次のように省略しています。
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 、入…入会金、月…月会費、年…年
会費、 …申し込み、 … 問い合わせ
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