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〈市民伝言板の申込方法〉　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で配布、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

情報
ひろば

「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

化会館　曲目バイオリン協奏曲第１番
（ブルッフ）ほか。出演…石﨑真弥奈
さん（指揮）、渡辺美穂さん（バイオリ
ン）　費980円（前売り900円）※全席
自由　入場券販売所軽喫茶ぽぽら、柏
市民文化会館、いしど画材　 柏交
響楽団事務局☎090－8443－0181

第16回 大正浪漫ウオークin手賀沼
日4月29日㈷8時～16時（荒天中止）　
所手賀沼公園　内6・10・20・30㎞
コース（自由歩行）※小学生以下は保
護者、障害のある方は介助者の同伴　
費500円（事前申込400円）※中学生
以下無料　 ・ 4月15日㈪までに
北総歩こう会・平野☎7133－1589

講演・講座・教室  
千葉県動物愛護センター動物愛護事業
◎犬のしつけ方教室
①基礎講座　日4月9日㈫、5月14日
㈫、6月11日㈫13時30分～15時30
分　費無料※飼い犬の同伴不可　②実
技講座　日4月24日㈬、5月18日㈯、
6月26日㈬9時30分～11時30分　定
先着10組※基礎講座の受講必須、飼
い犬同伴　費3240円
◎一般譲渡会
日4月11日㈭、5月9日㈭、6月6日㈭
13時30分～15時　費無料
◎飼い主さがしの会
日4月17日㈬、5月18日㈯、6月19日
㈬13時30分～15時　費無料

〈共通〉所・ ・ 千葉県動物愛護セ
ンター東葛飾支所（柏市高柳1018の
6）☎7191－0050（要申込）

イベント  
第21回 記念合同作陶展

日4月13日㈯・14日㈰10時～17時
（14日15時まで）　所湖北地区公民館
内作品展示、陶芸体験教室　費無料　
原口☎7187－2403

親子で手賀沼を遊び尽くせ！
手賀沼SUP＆親子ヨガ体験

日4月14日㈰（雨天中止）9時、10時
30分、13時30分（SUPのみ）　所手賀
沼親水広場、我孫子手賀沼漁協　内泳
げなくても誰もが楽しめるSUP（スタ
ンドアップパドルボード）。パドルを
漕いで水上散歩とヨガ体験　費①SUP.
1000円（未就学児500円）②ヨガ500
円（未就学児無料）　定①②各回先着
20人　持①濡れても良い服装②動き
やすい服装、ヨガマットまたはバス
タオル　 teganumamandara@
yahoo .co .jp　 手賀沼まんだら事務
局☎050－5359－6953 http://teg
anumamandara .strikingly .com

我孫子市バドミントン連盟
第46回春季大会

日4月29日㈷受付9時　所市民体育館
種目男・女ダブルス各1部～4部　対1
部・2部はオープン、3部・4部は連盟

会員または市内在住・在学・在勤で1
部・2部以外の方　費1人1500円（連
盟会員1000円）　 ・ 4月18日㈭
までに申込用紙・はがきに大会名・種
目・ランク・住所・氏

ふり

名
が な

（2人記入）・
性別・電話番号・所属クラブ（市外の
方は市町村名、学生の方は学校名）を
明記。※詳しくはホームページ参照。
〒270－1165並木6の8の6の703
佐々木吉人☎7183－2306 http://
abikobadmin .webcrow .jp/

自然をまるごと観察しよう
日4月21日㈰9時30分～13時　所谷
津ミュージアム　内楽しみながら自然
観察の視点を身につけよう。講師…植
物、野鳥、昆虫などの専門家約10人　
定先着50人　費1500円　 自然観
察大学事務局・大野☎03－3833－
1822

市長杯争奪囲碁大会
日4月21日㈰10時～　所市民プラザ
内①段位・級位5クラスのトーナメン
ト戦②子ども囲碁教室　対②小・中学
生　費①1000円（小・中学生500円）
②無料　 我孫子市囲碁連盟・川村
☎090－2648－7519

柏交響楽団 第71回定期演奏会
日4月28日㈰14時開演　所柏市民文

楽.介護予防教室
日4～9月第2・4水曜日（8月除く）10
時～12時　内要介護になることを防
ぐための簡単な体操。講師…渡部佳代
子さん（介護予防指導士）　費無料　
持タオル、飲み物、動きやすい服装　
所・ 我孫子南地区社会福祉協議会
☎7185－5117
楽.認知症の方の家族のつどい「あびこ」

日4月10日㈬13時30分～15時30分
所けやきプラザ7階　内介護方法など
の情報交換　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
心臓ペースメーカー手術～定期的なチェック～

普段の生活等についての講演会
日4月16日㈫10時～12時30分　所市
民プラザ　講師砂川和彦さん（元米国
ペースメーカー会社勤務）　対・定心
臓ペースメーカー装着者・装着予定者、
先着30人（要申込・付添可）　費600
円（会員・付添者500円）　 ・ 4月
7日㈰までに日本心臓ペースメーカー
友の会・長澤☎.7183－0525

平成31年度前期
危険物取扱者試験・受験者講習会

日6月30日㈰　所流通経済大学新松戸
キャンパス　受験種別乙種第4類　費
4500円　 ・ 願書（各消防署・各
分署で配布）を、電子申請は4月5日㈮
～5月7日㈫まで、書面申請は4月8日
㈪～5月10日㈮までに消防試験研究セ
ンター千葉県支部へ郵送または持参☎
043－268－0381
◎受験者講習会（希望者のみ）

講演・催し たのしもう

▼ヨガ無料体験会　4月4日㈭15時～
16時、6日㈯10時50分～11時50分。
我孫子南近セ。やさしく気持ちいい。
体ラクラクに。 前田☎070－6488
－2539
▼誰でも楽しめる健康体操無料体験会
①4月5日・12日㈮我孫子南近セ②4
月8日・15日㈪布佐平和台自治会館。
10時～11時30分。音楽に合わせて
健康寿命を延ばしましょう。 平☎
7189－5512
▼うたごえ喫茶　4月5日㈮18時～。
レストラン「どな」（新木駅南口2分）。
アコーディオンと一緒に春の歌をうた
いましょう。600円。35人。 ・
横山☎7188－3654
▼千葉北支部創立50周年�いけばな小
原流展　4月6日㈯～8日㈪10時～19
時30分（8日16時30分まで）。柏髙島
屋地下2階催会場。1000円。 中田
☎7188－0298
▼あびこ市歩こう会�小平散歩　4月7
日㈰8時18分我孫子駅乗車（常磐線快

速）、花小金井駅下車。小雨実施。10
㎞。昼食持参。300円。 鈴木☎090
－1404－7463
▼スロー講座（社交ダンス）　4月9日
㈫15時50分～16時50分。我孫子南
近セ。16日㈫16時～17時。アビスタ
（全8回）。スローの基本を学ぶ。1回
500円。 ・ NPO法人ACOBA☎
7181－9701
▼アマゾン（プライム）を楽しむ�映画
写真ドライブ本音楽と生活商品購入配
達　4月12日㈮または15日㈪14時～
16時30分。市民プラザ。テキストは
会計時にメール送付。1500円。 今
泉☎090－4715－2905
▼第5回�斉藤恵子カラオケ発表会＆大
会　4月13日㈯9時15分～。湖北地区
公民館。無料。 斉藤☎090－4524
－4932
▼屋根外壁塗替えセミナー　4月14日
㈰9時30分～。市民プラザ。納得で
きるリフォーム会社の見極め方。先
着15人。無料。 住まいの研究所☎
0120－721－602
▼第32回�歌声喫茶・カリンカ　4月
15日㈪14時～16時。我孫子北近セ並

木。アコーディオンの伴奏でみんなで
歌います。500円。 小平☎7189－
3996
▼第27回千葉県書作家連盟展　4月
17日㈬～21日㈰10時～17時（最終日
16時まで）。さわやかちば県民プラザ。
吉村☎7184－9133

▼春の大ダンスパーティー　4月18
日㈭13時30分～16時30分。けやき
プラザ。すてきな曲で踊りましょう。
500円。 フレンドリィ・渡辺☎
7184－4897
▼放談くらぶ　4月20日㈯14時～16
時。アビスタ。「嘉納治五郎をもっと
知ろう！その4－嘉納治五郎と文豪た
ち、そして我孫子」。講師…伊藤一男
さん。300円。 我孫子の文化を守
る会・佐々木☎7185－0675
▼講演会「どうなる？自衛隊.日本の
安全～平和に生きるために」　4月20
日㈯14時30分開演。市民プラザ。講
師…柳澤協二さん（元防衛官僚）。先
着200人。500円。 ピースアクショ
ン我孫子・鈴木☎7184－7396
▼大菊花指芽講習会　4月21日㈰10
時～。中峠大井農場。菊花会が指導
します。初心者歓迎。無料。 ・ 4
月15日㈪までに橋本☎080－5188－
2141

会員・仲間募集 やってみよう

▼根戸少年剣友会　毎週㈰9時～11

時、㈭19時～20時。根戸小体育館。
見学・体験大歓迎！防具などの貸出あ
り。月1000円。HPあり。 松元☎
090－5389－7608
▼英会話クラブASC　毎月第1・3㈰
14時～16時。我孫子北近セつくし野。
英語でさまざまなトピックを話すクラ
ブ。中～上級向け。年1000円。 天
野☎080－6524－1988
▼合気道�我孫子合気会　毎週㈪㈫㈭
㈮19時～21時、㈰15時～17時。㈪
㈮㈰白山中武道場、㈫㈭我孫子中武道
場。小学生以上、男女不問。入2000円、
月2000円（高校生以下1000円）。初
心者大歓迎。 鈴木☎7185－0695
▼我孫子市民合唱団（混声）　毎月第
1・3㈯根戸近セ、第2・4㈰天王台
北近セ。16時～18時15分。「水のい
のち」、「荒城の月」などを練習中。月
4500円。 小澤☎7184－8461
▼木鶏の会（囲碁同好会）　毎週㈫9時
～12時。我孫子北近セ並木。初級者
対象（8～12級者歓迎）。講師…近堂邦
夫さん、土屋譲さん。入1000円。月
1000円。 大久保☎7185－4401
▼歌謡サークル　月3回㈫12時～15
時。アビスタほか。ワンポイントアド
バイス、腰痛柔軟体操あり。初心者大
歓迎。入1000円。月3000円。 廣
幡☎080－3389－1100
▼水彩画クラブ「写生画友会」　毎月
2回㈬13時30分～。市民プラザ。講
師…小林大彦さん。初心者歓迎。プロ
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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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