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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

第46回 舞きららの会発表会
日5月25日㈯10時30分開演　所けや
きプラザホール　曲目十日町小唄、明
治一代女ほか　費無料（先着150人に
弁当あり）　 内村☎7182−0871

第41回 我孫子市吟詠連盟大会
日5月26日㈰9時30分開演　所湖北地
区公民館ホール　内吟詠連盟会員約
250人による詩吟、漢詩、和歌、剣舞、
詩

し

舞
ぶ

など　費無料　 津川☎7182−
3426

ヴィヴァ・マンドリーノ
第21回 定期演奏会

日5月26日㈰14時開演　所けやきプ
ラザホール　曲目「セビリアの理髪師」
序曲ほか　費800円　入場券販売所軽
喫茶ぽぽら　 阿部☎7139−8630

自然をまるごと観察しよう
日6月2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・大野☎03−3833−1822

スポーツ婚活
ボウリングde恋にストライク！

日6月23日㈰10時30分～17時　集合
けやきプラザ11階　内ボウリング、
キリンビール工場の見学・試飲ほか　
対・定46～58歳までの独身の方、男
女各16人（応募者多数の場合は抽選）
費3200円　 ・ 6月2日㈰までに
電話・Eメールで住所・氏名・生年月
日・電話番号を明示。我孫子市結婚
相談所あび♡こい♡ハート☎7184
− 8100 wedding@abiko-shakyo.
com
我孫子稲門会創立20周年記念演奏会

早稲田大学交響楽団コンサート
日6月8日㈯13時開演　所けやきプ
ラザホール　内交響曲第5番「運命」

（ベートーベン）ほか。指揮…寺岡清
高さん　費1000円　入場券販売所軽

イベント  
ひなた号の冒険 ～勇者の鍵と光る音～

日5月4日㈷①14時開演②18時開演　
所アミュゼ柏　内ファミリーミュー
ジカル　出演ひなたなほこさん、中
村ゆうすけさん、アサコさんほか　
費3900円（3歳～中学生3400円）　
http://captain-hinata.com/　 森
谷☎080−4007−2525
看護フェスタ2019 in 聖徳大学看護学部

日5月12日㈰10時30分～13時　内
講演「家族の健康のトリセツ（取扱説
明）」、各種体験ほか　定200人（申込
不要）　所・ 聖徳大学松戸キャンパ
ス☎047−365−1111

「岳人あびこ」市民登山
日6月2日㈰（雨天実施）　所那須茶臼
岳、朝日岳（栃木県）　交通貸切バス、
ロープウエー（片道）　対・定70歳以
下で5時間歩ける方、先着20人　費1
万円　持登山靴、雨具、昼食など　
・ 5月15日㈬までに電話・Eメール
で住所・氏名・性別・年齢・電話番号
を明示。藤

ふ じ

家
い え

☎7192−8810 gaku_
abi@yahoo.co.jp

チャリティーバザール（最終回）
日5月18日㈯10時～14時（荒天時19
日㈰）　所アビスタ前広場　内衣類・
日用品など　 手賀沼わんにゃんク
ラブ・大久保☎7183−1591　長年
にわたりありがとうございました

我孫子シニアアンサンブル
第8回定期演奏会

日5月18日㈯14時開演　所けやきプ
ラザホール　曲目第一部…田園、スラ

ブ舞曲ほか。第二部…小雨降る径
み ち

、ビー
トルズメドレーほか。指揮…成島弘さ
ん　費無料　 牧野☎7181−3414

県知事杯争奪囲碁大会
日5月19日㈰受付9時30分～　所市
民プラザホール　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

第42回 安心・安全なまちづくり
千葉土建の住宅デー

日5月19日㈰10時～15時（雨天中止）
所手賀沼公園、湖北台団地中央集会所、
気象台記念公園　内住宅・耐震相談、
子ども対象の工作教室など　 千葉
土建一般労働組合☎7185−9314

第36回 謡曲と仕舞春季発表会
日5月19日㈰10時開演　所湖北地区
公民館ホール　内我孫子市謡曲連合会
会員（宝生流・観世流）による謡曲（竹

ち く

生
ぶ

島
し ま

、山
やまん

姥
ば

など）と仕舞（雲
う ん

林
り ん

院
い ん

、八
や

島
し ま

など）　費無料　 津田☎7183−
6180

我孫子市茶道連盟茶会
日5月19日㈰10時～15時（最終受付
14時30分）　所アビスタ和室　席主
滝日宗明さん（表千家）、中野宗信さ
ん（裏千家）　費2席2000円　 小野
☎7182−6161

大正琴「和み会」第11回演奏会
日5月19日㈰13時30分開演　所けや
きプラザホール　内4種類の大正琴に
よるアンサンブル演奏　費無料　 阿
部☎7149−3966

喫茶ぽぽら、ブックマルシェ　 実
松☎080−3383−3401

講演・講座・教室  
心臓ペースメーカーに関する講演会

日5月26日㈰13時～15時30分　所ア
ミュゼ柏　講師渡邊寛さん　対・定
心臓ペースメーカー装着者・装着予定
者、先着70人（要申込）　費1000円　

・ 5月10日㈮までに日本心臓ペー
スメーカー友の会・長澤☎ 7183−
0525（電話は9～12時）

わくわくシェイプアートサロン
日5月14日㈫～令和2年3月10日㈫ま
での毎月第2火曜日、9時30分～11時
30分　所けやきプラザ6階　内ワード
を組み合わせてイラストを描く　対シ
ニア・初心者・絵を描いて楽しみた
い方　定先着8人（要申込）　費1000
円　持パソコン（貸し出し可）　 ・

パソコン楽しみ隊・槇嶋☎090−
1557−8746

てとりあスクール
◎バルーンアートを楽しもう
日5月16日㈭14時～16時　費100円
◎みよちゃんの折り紙教室（第4弾）
日6月26日㈬14時～16時　費無料
◎平和記念の折り鶴～千羽鶴をみんな
で作ろう～
日7月18日㈭14時～16時　費無料

〈共通〉対・定市内在住の方、各先着
10人（前日までに要申込）　所・ ・

ボランティア市民活動相談窓口て･
と･り･あ☎7185−5233

第49回 シニアいきいき講座
日5月19日㈰13時30分～15時40分
所近隣センターこもれび　内講座「健
康であり続けるためには」、ミュージッ
クフープ健康体操＆ヘルスリズムス。
講師…山口江美さん　定先着50人　
費無料　 ・ 5月17日㈮までに電
話･ファクス・窓口で、住所・氏名・
電話番号を明示。天王台地区社会福祉

講演・催し たのしもう

▼平成会公開講演会「唐詩を楽しむ」
｢日本語は何処から来たのか｣　5月8
日㈬15時30分～。アビスタ第2学習
室。市民講師…丘英夫さん（中国語学
科卒）。先着40人。150円（資料代）。

中村☎7187−2934
▼我孫子市歩こう会 横浜山手洋館と
花めぐり　5月12日㈰8時18分我孫
子駅乗車（常磐線快速）、石川町駅下
車。小雨実施。10kmウオーク。昼食
持参。300円。 鈴木☎090−1404
−7463
▼盆踊りサークル 見学・体験会　5月
13日㈪・18日㈯13時30分～16時30
分。我孫子南近セ和室。日本の民踊、

東京五輪音頭。未経験者歓迎。無料。
ユウキ☎080−2145−8650

▼スクラップブッキング　5月14日㈫
10時～12時。我孫子南近セ。楽しく
簡単アルバム作り。10人（子連れ可）。
700円～。写真8枚以上持参。 山崎
☎050−5864−2639
▼大人のスマホ講座　5月17日㈮、6
月18日㈫。13時～アンドロイド初級
編、15時～アンドロイド上級編。け
やきプラザ。他社利用OK。無料（要
申込）。 ・ ソフトバンク我孫子・
田口☎7186−4343
▼梶原みち手描きジャワ更紗展　5月
18日㈯～26日㈰10時～17時。梶原
自宅（高野山448の9）。ジャワ更紗の
作品展示と洋服の販売。入場無料。
梶原☎7183−7365

▼市民総合会塾「命を守るための講
座」　5月18日㈯、6月16日㈰。12時
30分～14時30分。アビスタ。無料。
講師・ 松木☎070−4417−7367
▼クラシックバレエ無料体験会　5月
19日㈰10時30分～12時。エストレー
ラバレエ布佐スタジオ（駐車場10台）。
現役バレエダンサーのレッスンを体験。
3歳から。経験者も歓迎。 ・ 荒井
☎7189−5885、またはスマホから。
▼「ハーモニカフレンドあびこ」発表
会　5月22日㈬13時30分～。天王
台北近セ。無料。 池田☎7184−
7178
▼無料講習会（民舞・盆踊り・新舞踊
など）　5月24日㈮10時～11時30分。
我孫子北近セ並木ホール。男性歓迎。

渡辺☎090−6705−8393
▼大人のための英会話・韓国語入門
講座　6月4日～毎週㈫（全8回）。英
語18時～、韓国語19時30分～（各60
分）。市民プラザ。5000円（別途テキ
スト代2000円）。 国際文化交流協
会☎090−6489−2803

会員・仲間募集 やってみよう

▼柏ギターサークル　毎月第2㈰13時
～17時。市内または柏市近セ。かつ
てギターを楽しんだ方やアンサンブル
などを楽しみたい方。月1700円。
伊藤☎7184−0655
▼石こうデッサン青の会　毎月第2㈰
13時～。近セこもれび。初心者歓迎。
若干名。入2000円。月500円。見学
会…5月12日㈰10時～。近セこもれ
び。 四宮☎090−9305−8457
▼我孫子ラージボール卓球同好会　
毎週㈬9時～11時。市民体育館。年
齢・経験不問。硬球よりもボールが大
きく軽いため、ラリーを長く楽しめま
す。入1000円。年4000円。 土屋
☎7183−3694
▼シニア・ショートコースゴルフの
会　毎月第2㈭コンペ開催。近郊ゴル
フ場。男性65歳～75歳、女性は初心
者可。年2000円。 球遊会・大河原
☎7106−2398

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

http://captain-hinata.com/
mailto:wedding@abiko-shakyo.com
mailto:wedding@abiko-shakyo.com
mailto:gaku_abi@yahoo.co.jp
mailto:gaku_abi@yahoo.co.jp
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