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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

講演・催し たのしもう

▼陶楽第2回作品展　4月28日㈰15時
まで開催中。アビスタ1階・2階展示
ケース。会員募集中（若干名）。 春
日☎080−8406−9285
▼屋根・外壁塗装セミナー　4月20日
㈯14時30分～16時。けやきプラザ7
階研修室。先着15人（要申込）。無料。

・ ㈲創建住販☎7181−5220
7181−5221
▼民謡あれこれ春風まつり ふだん着
親睦コンサート9 全国・津軽民謡　
4月21日㈰9時50分開演。湖北地区
公民館ホール。無料。 津軽三味線

“孝
た か

人
と

会”・中野孝人☎090−9953−
7008
▼世界国別何でも語る会 ベラルーシ
編　4月21日㈰13時～16時。けやき
プラザ10階会議室。2部スウェーデン
カフェ…日本の社会民主主義はなぜ育
たないのか。300円。 上原☎070−
5541−7855

▼第112回・113回楽しい歌声広場　
4月23日㈫、5月7日㈫14時～15時
30分。我孫子北近セ並木。懐かしい
歌を一緒に歌いませんか！ 500円（初
回のみ別途歌集代）。飲み物持参。
乳
にゅう

井
い

☎7185−2010
▼野村生涯教育講座　4月24日㈬10
時～15時。船橋市男女共同参画セン
ター。野村佳子生涯教育論　第一章生
涯教育への道程　DVD映写、講義、
討議。年8回8000円。 野村生
涯教育センター☎03−3320−1861
▼ふれあい塾あびこ講座　4月25日㈭
10時～11時30分。アビスタ。我孫子
ゆかりの人を追う「深田久弥と北畠八
穂」。講師…越岡禮子さん。先着100
人。700円。 ・ ふれあい塾あびこ
☎080−1364−0371
▼我孫子落語会　4月27日㈯14時30
分開演。市民プラザ。1200円（前売
り1000円）。出演…古今亭志ん松さ
ん、伊藤夢葉さん、春風亭一猿さん。

深山☎090−5563−4781
▼硬式テニス「部内講習会」無料で参

加してみませんか　5月9日㈭・16日
㈭・23日㈭10時30分～12時。5月
11日㈯・25日㈯14時～15時30分。
湖北台中央公園テニスコート。 伊
藤☎7185−2057
▼親子体験1泊キャンプ　5月4日㈷
14時集合、5日㈷10時解散。中里市
民の森。6歳～小学生と保護者。先着
20人。500円。米1合、防寒着、帽子、
軍手持参。 ボーイスカウト・荻野
☎080−2386−3669
▼我孫子憲法を考える市民のつどい　
5月5日㈷14時開演。市民プラザホー
ル。講演「原発のない国へ 福島第一
原発事故から8年を経て」。講師…小
川慎一さん。500円（高校生以下無料）。

中村☎090−3964−3111
▼第19回定期演奏会 流通経済大学付
属柏高等学校吹奏楽部　5月6日㈪14
時開演。柏市民文化会館。入場無料。

吹奏楽部顧問・湯本、蒲☎7131−
5611
▼クラルテウインドオーケストラ第2
回演奏会　5月6日㈪14時開演。けや
きプラザホール。ディープパープルメ
ドレー、くるみ割り人形ほか。当日
500円（事前申込可）。 ・ 事務局
☎080−3713−4010
▼「モルゲン、明日」映画＆トーク　

5月11日㈯①10時30分②14時。けや
きプラザホール。坂田監督とのトーク
あり。1000円（前売り800円、大学
生以下無料）、軽喫茶ぽぽらで販売。

加藤☎7105−5292
▼布佐地区医療懇談会「嚥

え ん

下
げ

の仕組み
⊖誤

ご

嚥
え ん

性
せ い

肺炎を防ぐには⊖」　5月11日
㈯13時30分。布佐復興会館。講師…
今川篤子さん（あびこ診療所所長）。無
料。 あびこ医療と健康友の会・加
藤☎7189−1781
▼5月に咲く樹木の花を探してみよう
5月12日㈰柏の葉公園体育館前10時
集合。雨天中止。先着30人。200円。

・ 東 葛 しぜん 観 察 会・ 木 村 ☎
7154−3337
▼つくし野麒

き

麟
り ん

太鼓 第9回 春の発表
会～結成20周年公演～　5月12日㈰
14時開演。けやきプラザホール。設
立20年の集大成をご覧ください！
無料。 つくし野麒麟太鼓☎090−
6546−7333
▼あびこ社保協学習会　5月16日㈭
13時30分～。湖北台市民センター。
全世代型社会保障とは。子どもから高
齢者まで負担増、給付縮小。講師…加
藤久美さん（千葉県民医連事務局長）。
100円。 田中☎7179−0121

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

消防本部大会議室　内心肺蘇生法と
AEDの使い方など（講習終了後に救命
技能適正と認められた方には、修了証
を交付）　対・定市内在住・在学（小
学5年生以上）・在勤の方、先着30人（要
申込）　費無料　持昼食　 ・ 消防
本部警防課☎7181−7701（平日9時
～17時）

甲種防火管理新規講習
講習日①5月28日㈫・29日㈬②5月
30日㈭・31日㈮　所我孫子南近隣セ
ンター　定各回先着74人　費7500
円　持上履き、下足入れ　申込期間①
4月17日㈬～19日㈮②4月22日㈪～
24日㈬　 申請書（ 日本防火・防
災協会ホームページからダウンロー
ド可、消防本部、各消防署・分署に
用意）に必要事項を明記し、千葉県消
防設備協会にファクス・持参（千葉市
中央区道場南1の9の15千葉県電工会
館2階）　 千葉県消防設備協会
☎043−306−3871 043−223
−6610、消防本部予防課☎7181−
7702

犬のしつけ方教室＆相談会
日・所・内オリエンテーション＆相談
会…5月11日㈯10時～13時、アビス
タミニホール。実技①5月18日㈯②6
月1日㈯10時～12時30分、手賀沼公
園※実技は雨天中止　対・定全日参加
できる方優先、15頭（要申込）　費無
料　 ・ 4月26日㈮までに 日本
愛玩動物協会千葉県支所☎047−701
−1051
楽湖北地区公民館（コホミン）講座

◎手作りパンにチャレンジ！
日5月16日㈭、6月13日㈭10時～15
時（全2回）　内テーマ「フォカッチャ

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4月19日㈮6時10分～約1時間
（雨天中止）　所つくし野多目的運動
広場　内ポールウオーキング　②日4
月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　③日4月23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　④日5月14日㈫9時～12時　所
つくし野多目的運動広場（当日屋外も
あり）　内スケッチ（用具持参）　⑤日
5月18日㈯9時～12時　所根戸小学校
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※①～④は用具貸し出しあり　
坂本☎7185−0468

第36回我孫子市ペタンク大会
日5月19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）　対市内在住・
在勤・在クラブおよび近隣ペタンク
愛好者の方　費１人300円（保険料込
み）　 ・ 4月30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

第12回 鯉のぼりまつり
日4月30日㈫～5月5日㈷　所湖北台
中央公園　内5月5日㈷のみイベント
あり※雨天中止①綱引き②パン食い競
争③玉入れ④模擬店　費④のみ有料　

湖北台自治会連合会・渡邉☎070−
6980−6021

ユニセフ・ラブウオークIN手賀沼
日5月19日㈰受付9時10分～（開会式
9時30分～）※荒天中止　集合我孫子
駅南口東公園　行程我孫子駅南口東公
園→杉村楚人冠記念館→白樺派の小径
→志賀直哉邸跡→旧村川別荘→子之神
大黒天→手賀沼公園→天神坂→嘉納
治五郎別荘跡→我孫子駅南口東公園

（約5㎞、ゴール後にお楽しみ抽選会
あり）　費中学生以上500円（4歳～小
学生200円）※参加費は全額ユニセフ
募金になります　 ・ 5月16日㈭ま
でに電話・ファクス・ホームページ。
千葉県ユニセフ協会☎043−226−
3171 043−226−3172 http://
www.unicef-chiba.jp/

講演・講座・教室  
上級救命講習

日5月11日㈯9時～17時30分　所

＆グリッシーニ・セサミブロート」。
初心者向け。パン作りの基礎を学ぶ　
定15人（応募者多数の場合は抽選）　
費1500円（材料費込み）　持エプロ
ン、三角巾、ふきん2枚、ステンレス
ボール（直径20㎝～）、軍手、弁当、
持ち帰り用容器、筆記用具　 4月30
日㈫必着で、往復はがきに氏名・住所・
電話番号を明記し投

と う

函
か ん

または返信用は
がきを窓口に持参
◎音楽療法でリフレッシュ！～元気にド
レミ♪～
日5月13日㈪13時～14時30分　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、
室内履き、飲み物　 電話・窓口

〈共通〉所・ 〒270−1122中里81
の3湖北地区公民館☎7188−4433

なぎなた体験教室
日5月17日㈮9時30分～11時30分、
19日㈰9時～11時※1日のみの参加
可　所市民体育館武道場　対6歳以上
の方、初心者歓迎　費500円（保険料
込み）　持飲み物、タオル　 ・ 5月
12日㈰までに電話で住所・氏名・年齢・
電話番号を明示。中村☎090−1253
−2996

募集  
こども発達センター職員

◎臨時児童発達支援員
勤務日時平日8時30分～16時30分（週
5日、勤務日数・時間は応相談）　内乳
幼児の療育と家族支援　対・定児童指
導員、保育士、教育のいずれかの資格・
免許を有している方、または子どもの
療育に意欲のある方、若干名　賃金時

http://www.unicef-chiba.jp/
http://www.unicef-chiba.jp/
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