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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

在学（小学5年生以上）・在勤の方、先
着30人（要申込）　費無料　 ・ 消
防本部警防課☎7181－7701

我孫子サイエンスカフェ
「光は波か粒子か、はたまた量子か」
日7月14日㈰13時30分～16時30分
所我孫子北近隣センター並木本館　内
虹、夕焼けから量子までの解説と偏光
板での簡単な実験。講師…細谷暁夫さ
ん（東京工業大学名誉教授）　定先着
60人　費1000円（高校生以下300円）
※茶菓子付き　 我孫子サイエンス
カフェホームページ　 福元☎0297
－82－3070（19時～22時）
楽湖北地区公民館（コホミン）講座

◎夏休みこども陶芸教室
日7月26日㈮、8月2日㈮・23日㈮10
時～15時（全3回）※最終日は11時ま
で　内作陶、絵付け、釉

うわぐすり

掛けなど　対・
定市内在住・在学の小学生、20人（3
年生以下は保護者同伴）※応募者多数
の場合は抽選　費1000円　持弁当、
飲み物、エプロン、雑巾、手ぬぐい、
定規（20㎝以上）、筆記用具　所・
・ 7月14日㈰までにホームページの
申込フォームか往復はがきに住所・氏
名・電話番号・学校名・学年を明記し
投
と う

函
か ん

または返信用のはがきを持参。湖
北地区公民館（〒270－1122中里81
の3）☎7188－4433

転ばないための体操教室
日7月23日㈫14時～15時30分　所湖
北台近隣センター　内転倒予防の話と
簡単な体操　定先着50人（要申込）　
費無料　持動きやすい服装、上履き　

・ 7月16日㈫までに湖北台地区
社会福祉協議会☎7188－1410
楽高齢者のためのなないろいきいき教室

日7月17日㈬10時～13時　所我孫子
南近隣センター　内料理教室「ささっ
と、さっぱり、栄養満点・夏メニュー」
講師…木下利枝子さん（管理栄養士）　
対・定市内在住で65歳以上の方、先
着15人（要申込）　費500円　持エプ
ロン、三角巾　 ・ 我孫子地区高

イベント
近場で楽しむブルーベリーの摘み取り

◎あびこブルーベリーガーデン
日7月13日㈯～9月1日㈰7時～11時、
15時～18時（予約制）　所手賀沼園

（火・水・日曜日）、湖北園（月・金・
土曜日）　費560円（小学生280円・未
就学児無料）、摘み取り料580円（専用
ケース250g相当）　 ・ 堀☎080
－2551－3597 http://blueberry-
garden.jp/
◎完熟ブルーベリー農園「花

か

囲
い

夢
む

」　
日9月上旬まで、6時～18時（予約
制）　所布佐826　費300円、摘み取
り料216円（100g）　 ・ 野口☎
090－1815－2825（7時～20時）
https://shop.kaimu.jp/

第47回 懐メロの集い
日7月13日㈯10時30分開演　所湖北
地区公民館　内昭和49年までの懐か
しい流行歌を歌う。踊り・合唱・クイ
ズ・朗読あり　費無料　 阿部☎090
－8081－7827

第23回 フルートコンサート
午後のひとときをフルート音楽で

日7月13日㈯14時開演　出演播
は り

博
ひろし

さ
ん（武蔵野音楽大学名誉教授）ほか　
費無料　所・ アビイクオーレ（3階
ホール）・青木☎7182－1351

我孫子市茶道連盟茶会
日7月14日㈰10時～15時　所アビス
タ和室　席主中村宗弘さん（表千家）、
村上宗展さん（裏千家）　費2席2000
円　 小野☎7182－6161

第42回 湖北ミニコンサート
日7月14日㈰13時開演　所湖北地区
公民館　出演葦笛、アンサンブル・レ

オーネ、我孫子市民フィルなど21団
体　費無料　 飯村☎7188－9340

生涯現役ときわ会
◎作品展
日7月18日㈭～21日㈰10時～18時（初
日13時～、最終日17時まで）　内油彩、
水彩、写真、俳句、はがき絵ほか
◎活動展
日7月19日㈮10時～17時30分　内会
のイベントや19のグループの多彩な活
動を紹介。絵本作成、手品の実演あり

〈共通〉所パレット柏　費無料　 逸
へ ん

見
み

☎7134－9592
0歳からのクラシックコンサート

日7月20日㈯10時30分開演　所ア
ミュゼ柏　出演佐藤恵利さん（ソプラ
ノ）、会田道孝さん（ピアノ）　費1500
円（3～12歳は500円）　入場券販売
所・ One hour Concert事務局☎
0120－5489－16

講演・講座・教室 
夏休み科学教室2019

日8月1日㈭・2日㈮10時～16時　
内「ひかり電話：光と音の変換実験」
松田巌さん（東京大学物性研究所准教
授）、「宇宙線」中村牧生さん（東京大学
宇宙線研究所）ほか　対・定小学5・6
年生（保護者同伴）、各日25組※応募
者多数の場合は抽選　費500円（保険
料ほか）　所・ ・ 7月12日㈮まで
に参加希望日・住所・氏名などを明示。
東葛テクノプラザ☎7133－0139

普通救命講習Ⅰ
日7月13日㈯9時～12時　所消防本
部大会議室　内成人の心肺蘇生法と
AEDの使い方など※救命技能適正者
には修了証を交付　対・定市内在住・

齢者なんでも相談室☎7179－7360
ハザードマップから見る

災害予想とその対策
日7月18日㈭14時～16時　所湖北台
近隣センター　内湖北台地区の地図か
ら災害予想と避難経路を学ぶ。講師…
水島重光さん（まちかど防災「減災塾」
塾長）　定先着60人（要申込）　費無
料　持あびこハザードマップ（お持ち
の方）　 ・ 湖北台地区社会福祉協
議会☎7188－1410

いきいき塾「大人の折り紙教室」
日7月26日、8月2日・23日、9月6日・
27日、10月4日毎回㈮10時～12時

（全6回）　所ウエルシア我孫子新木駅
前店　内折り紙で本格的なひな人形制
作　定10人※応募者多数の場合は抽
選　費700円　 ・ 7月19日㈮ま
でに湖北地区社会福祉協議会☎7187
－2551
親子で認知症サポーターになろう！

日7月28日㈰14時～16時30分　所市
民プラザ　定・対小学2～6年生と保
護者、30組※託児応相談　費無料　

・ 7月19日㈮までに電話・ファ
クス・Eメールで住所・親子の氏

ふ り

名
が な

・
電話番号・学校を明示。我孫子北地区
社会福祉協議会☎ 7165－3434
kita@abiko-shakyo.com

夏休み なぎなた体験教室
日7月26日㈮9時30分～11時30分・
28日㈰9時～11時　所市民体育館　
対・定6歳以上の方、10人　費500円

（保険料）　持飲み物、タオル　 ・
7月20日㈯までに中村☎090－1253
－2996

楽 失語症家族教室
日7月23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・定市内在住の失
語のある方の家族、先着10人　費無
料　所・ ・ 障害者福祉センター
☎7185－1124

講演・催し たのしもう

▼あびショップ　7月5日㈮10時～18
時・6日㈯10時～17時。手作り品、雑貨、
木工、クッキーなどの販売。 阿部☎
090－8745－3298
▼こころの歌を唄う すみれの会　7月
6日㈯、8月10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
▼料理講習会　7月12日㈮10時～13
時。我孫子北近セ。大豆を使ったおか
ずと豆乳プリン。800円。託児200円。

・ 全国友の会我孫子支部・尾関☎
7182－5494
▼ご一緒に歌いましょうin我孫子　7
月12日㈮・26日㈮14時～16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
▼第15回小さなお披露目会　7月14日
㈰13時～。市民プラザ。平均年齢75
歳のシニア初心者によるキーボード演
奏。「新世界」ほか。100人。無料。
乳
にゅう

井
い

☎7185－2010
▼A

エ イ パ

PA柏例会第60回室内楽演奏会　7
月15日㈷12時～16時30分。けやきプ
ラザホール。音楽愛好家の演奏会。モー

ツァルト「弦楽四重奏曲」ほか。無料。
入退場自由。 臼田☎7151－5625
▼原水爆禁止国民平和大行進　7月20
日㈯9時～11時30分。天王台西公園か
ら手賀沼公園まで。どなたでも参加で
きます。 加藤☎7189－1781
▼夏休みクラシックバレエ無料体験
会　7月20日㈯10時30分～11時30
分。エストレーラバレエ布佐スタジオ。
駐車場10台。3歳～小学生。幼児科は
ママも一緒にレッスン可。要申込。HP
参照。 ・ 荒井☎7189－5885
▼市民総合会塾「共産化していく世界
と日本について」　7月20日㈯、8月25
日㈰12時～14時30分。アビスタ。無料。
講師・ 松木☎070－4417－7367
▼地元産夏新ソバを味わう会「成田産
キタワセ夏新ソバを打って楽しみま
しょう」　7月28日㈰9時～14時。我孫
子そばの会将門そば打ち道場。12人。
3000円。上履き持参。 ・ 星崎☎

090－5197－4847

会員・仲間募集 やってみよう

▼東葛坐禅クラブ　毎月第1㈰・第2
㈯9時～10時30分、第4㈰9時～12時。
龍泉院坐禅堂（柏市泉81）。静寂の中
で心の安らぎを取り戻してみません
か。椅子坐禅可。無料。 五十嵐☎
7132－1076
▼我孫子市手話サークル「つくし野」
毎週㈪13時30分～。我孫子北近セつ
くし野。手話学習、交流など。初心
者大歓迎。月300円。 伴☎090－
5571－3585
▼ヘルス・サークル　㈬13時30分～、
㈯13時～。柏市中央体育館。男女の
サークル。リズム体操、ストレッチほ
か。要申込。入1000円。月1000円。

・ 染谷☎7143－1933

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://blueberry-garden.jp/
http://blueberry-garden.jp/
https://shop.kaimu.jp/
https://shop.kaimu.jp/
mailto:kita@abiko-shakyo.com
mailto:kita@abiko-shakyo.com
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