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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

▼健康体操無料講習会　5月16日㈭・
23日㈭13時〜14時30分。布佐南近
セ。60歳以上。女性限定。健康寿命
を伸ばす楽しい体操・脳トレほか。靴、
タオル、飲み物持参。申込不要。
中澤☎7189−3486
▼歌声クラブ　5月17日㈮、6月12日
㈬13時30分〜15時。我孫子北近セ並
木。プロのソプラノ歌手と現役ピアノ
講師が贈る歌の世界。あなたも一緒
に歌いませんか？ 500円。 稲吉☎
090−4027−6903
▼ブラームス大好き！パート2　5月
18日㈯14時〜。アミュゼ柏。岸田晶
子さん（バイオリン）と堀田万友美さ
ん（ピアノ）による演奏会。5歳以上。
999円。 作曲家シリーズ実行委員
会☎080−7002−3554

▼こころの歌を唄う すみれの会　5月
18日㈯、6月9日㈰14時〜16時。近
セこもれび。参加自由。元ヤマハ専属
ピアノ伴奏。ドリンク付き。500円。

及川☎070−6661−0063
▼日本の再生を語る会：消費税の何
が問題なのか　5月19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：スウェーデンの外
交・EU政策について。300円。 上
原☎070−5541−7855
▼気軽にストレッチ体操無料体験会　
5月23日㈭、6月13日㈭9時30分〜
11時。つくし野多目的運動広場。肩
こり・腰痛の解消に、疲れにくい体づ
くりを目指しましょう。 内藤☎080
−3004−5677
▼「運動習慣スタート」キャンペーン　
5月26日㈰10時〜11時30分。ふさ復
興会館。音楽に合わせて誰でも楽しく
できる健康体操。体験無料。 鵜

う

飼
か い

☎080−3153−4326
▼ピアノでつづる「ウィーンよもやま
ばなし」　5月28日㈫15時〜16時10
分。アミュゼ柏。1500円（小学生以
下無料）。 T

てぃ

企画部・井ノ上☎047
−342−3189
▼FFCふれあい・福祉くらぶ学習会「尿
トラブルの改善に向けて」　6月2日㈰
14時〜15時30分。布佐平和台自治会
館。講師…我孫子東邦病院泌尿器科医
長の山崎智也さん。先着50人。無料。

亀井☎090−2491−9751
▼シニアテニスレッスン　6月4日・11
日・18日・25日㈫13時〜16時。市民
体育館。熟練コーチ指導。仲間と一緒
に楽しく上達していきませんか。初心
者歓迎。500円。10人程度。 ・ ひ
ばり・菅原☎090−9238−9842
▼チャペルコンサート～我孫子福音
キリスト教会～　6月8日㈯14時〜16
時。ゲスト…大和田広美さん（盲目の
シンガーソングライター）。無料。母
子室あり。 田村☎7182−9468
▼ヨガ体操　6月10日㈪初級14時〜、
中級15時30分〜。我孫子南近セ。6
月19日㈬初級10時〜、中級11時30
分〜。市民プラザ。各回60分。シニ

ア歓迎！ 500円。先着10人。 ・
ひなた☎080−7006−3918

会員・仲間募集 やってみよう

▼我孫子登山倶楽部　男女を問わず1
日4時間以上の山歩きができる方。年
齢制限はありません。入3000円。年
8000円（保険料を含む）。 北川☎
7105−0607
▼フラダンス　毎月4回㈪13時30分
〜15時30分。湖北台近セ。運動不足
やボケ防止に！初心者歓迎。月3100
円。 井坂☎7100−4635
▼護身武道教室　毎週㈪19時〜20時。
我孫子中学校武道場。突き蹴り逆技な
ど子どもからシニアまで誰でもでき
る護身術です。入3000円。月2000
円。 小林会・長島☎090−8057−
3108
▼手打ちそば教室　毎月第2㈯9時〜
16時。将門そば打ち道場、近セ。お
いしい手打ちそばを親切丁寧に指導
します。初心者歓迎。2500円。持バ
ンダナ、前掛け、タオル、上履き。
星崎☎090−5197−4847

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

プッチーニオペラガラコンサート
日6月16日㈰13時30分開演　所けや
きプラザホール　内アリア、「ラ・ボ
エーム」第3幕、「トスカ」第2幕。出演
…金子亮平さん、渡邉真弓さんほか　
費2500円（中学・高校生要問い合わ
せ、小学生無料）　入場券販売所ブッ
クマルシェ　 金子☎7111−0957

我孫子フィル創団40周年
記念コンサート「祝典の行進」　

日6月22日㈯・23日㈰14時開演　所
けやきプラザホール　内「スラブ行進
曲」、大序曲「1812年」（チャイコフス
キー）ほか。指揮…冨平恭平さん　費
1000円※全席自由　入場券販売所軽
喫茶ぽぽら、ブックマルシェ、東京事
務器　 山品☎7132−4069

講演・講座・教室  
危険物取扱者保安講習

日7月12日㈮午前…給油取扱所、午後
…給油取扱所以外　所野田市文化会
館　対危険物取扱作業従事者（3年に1
回）、新たに取扱作業に従事する方（従
事した日から1年以内の方）　定1000
人　費千葉県収入証紙4700円分　
・ 5月20日㈪〜24日㈮に受講申請書
（消防本部予防課・各消防署・分署に
用意）に必要事項を明記。消防本部予
防課☎7181−7702

楽 失語症家族教室
日5月28日㈫14時〜16時　内失語に
関する悩みごとの相談、家族間の交流
や情報交換、失語の知識や会話技術の
講習と実習　対・定市内在住で失語症
の方の家族、先着10人　費無料　所・

・ 障害者福祉センター☎7185−
1124

歴史人物講座「楠木正成」
日6月1日㈯14時〜16時　所パレット

イベント  
市民ゴルフ大会（兼県民大会代表選考会）

日7月8日㈪　所我孫子ゴルフ倶楽部
内18ホール（新ぺリア方式）　対・定
市内在住の方、120人（応募者多数の
場合は抽選）　費3000円（プレー費約
1万8000円※キャディー費含む）　
5月23日㈭必着で往復はがきに大会
名・郵便番号・住所・氏名・性別・電
話番号・ハンディキャップを明記。〒
270−1163久寺家357鈴木正己　
山崎☎7184−5941

湖北台福祉バザー
日6月1日㈯11時〜14時　所湖北台近
隣センター　内バザー、模擬店（軽食）
など　 湖北台地区社会福祉協議会
☎7188−1410

民連民謡祭り
日6月2日㈰11時〜　所湖北地区公民
館ホール　内民謡発表55曲。出演…
民謡連合会5団体　費無料　 我孫子
市民謡連合会・岡田☎7182−5438

　市民俳句大会（吟行会）
日6月2日㈰13時30分〜　所市民プラ
ザ　内午前中あけぼの山（柏市）近辺
を吟行し「当季雑詠3句」持参。詳し
くはお問い合わせください　費1000
円　 我孫子市俳句連盟・染谷☎
7182−4441

けやきウインドアンサンブル
第20回定期演奏会

日6月2日㈰14時開演　所けやきプラ

ザホール　内交響詩「ローマの松」（レ
スピーギ）ほか。指揮…宮下研也さん、
松田康治さん、和久井瞬さん　費無料

川上☎070−5572−4780
第27回我孫子市

オープンチームカップ卓球大会
日6月29日㈯9時受付　所市民体育館
内ランク別団体戦2複3単、男子1部・
2部、女子1部〜3部（1チーム4〜6人）
費1チーム4000円（高校生以下2000
円）　持ゼッケン　 ・ 6月7日㈮必
着で、Eメールまたははがきに大会名、
団体・個人名、代表者住所・氏名・電
話番号を明記。〒270−1176柴崎台
4の11の8桑江朝臣☎080−4375−
9071 asaomi.kuwae@gmail.com

アンサンブル・レオーネ
創立40周年記念 第9回演奏会

日6月9日㈰14時開演　所けやきプラ
ザホール　内男声合唱「二度とない人
生だから」「旅人よ」ほか、混声合唱「海
の若者」「川の祭」ほか。賛助出演…葦
笛、Coro Tutti、コール・ヴォンネ
ほか　費1000円　入場券販売所軽喫
茶ぽぽら　 飯村☎7188−9340
木管五重奏と朗読で綴る「ピーターと狼」
日6月15日㈯13時開演　所アビスタ
ホール　内「ピーターと狼」や日本の
歌メドレーなど。出演…木管五重奏
団アンサンブル・アクア　費1000円

（小・中学生500円）※小学生以下は
保護者同伴　 ふれあい塾あびこ☎
080−1364−0371

柏　講師岡田幹彦さん（日本政策研究
センター主任研究員）　費1000円（大
学生以下無料）　定先着40人　 日本
の心を育む会・岩渕☎090−4847−
0400

手話奉仕員養成講座（前期）
日6月25日〜令和2年1月21日（火曜
日、全27回）　所市役所分館大会議室
内入門レベル　対・定手話に興味があ
り楽しく学びたい方、20人　費4320
円（教科書代）※要送料　 ・ 6月
4日㈫までに障害福祉支援課・内線
385 7183−1158

市民活動ステーション講座
地域防災「自助力・近助力向上」講座

日6月8日㈯13時30分〜16時　所我
孫子南近隣センターホール　内地域
防災の基礎的な講話と実習（ダンボー
ルトイレ作りほか）。講師…高野甲子
雄さん（我孫子市災害救援ボランティ
アネット）　定先着60人（要申込）　費
無料　 ・ 市民活動ステーション
☎7165−4370 abikosks@themis.
ocn.ne.jp

ピンピンキラリ初歩麻雀
日6月14日〜令和2年3月13日毎週金
曜日13時〜14時45分（全35回）　所
けやきプラザ7階研修室または介護実
習室　内簡単な運動と初歩麻雀　対・
定65歳以上で麻雀経験がなく最後ま
で参加できる方、先着24人　費1回
300円　 ・ 介護予防トレーニング
センター（けやきプラザ5階）☎7165
−2885

にこにこ体操教室
日①7月10日〜9月25日毎週水曜日
15時〜16時45分②7月12日〜9月27
日毎週金曜日9時30分〜10時45分

（各曜日全12回）　所けやきプラザ6階
講師菊地美千代さん　対・定40歳以
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