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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

1200円（前売り1000円）　所・ 市
民プラザ☎7183－2111

バーベキュー婚活
日9月29日㈰8時45分～17時　所あ
けぼの山公園（けやきプラザ集合）　
内買い出し、野菜収穫体験、フリータ
イムほか　対・定45歳までの方、各
15人※応募者多数の場合は抽選（市内
在住・在勤の方優先）　費男性5000
円、女性4500円　 ・ 9月2日㈪ま
でに我孫子市結婚相談所あび♡こい♡
ハート☎7184－8100 wedding@
abiko-shakyo.com
第39回我孫子市内チーム卓球大会
日10月3日㈭9時～　所市民体育館　
種目団体戦男子…2単1複（1チーム
2・3人）、団体戦女子…3複（1チーム
4～6人）　対市内在住・在勤または
連盟加入の方　費男子2000円、女子
4000円（連盟加入者500円引き）　持
ゼッケン　 ・ 9月6日㈮必着では
がきに大会名・チーム名・代表者住所・
氏名・電話番号・参加者の氏名を明記。
〒270－1166我孫子1780の36田渕
加寿子☎7184－8021
フルートアンサンブル紙ふうせん

第11回定期演奏会
日9月8日㈰14時開演　所アミュゼ柏
内「5本のフルートのための協奏曲第
3番」（ボワモルティエ）、「管弦楽組曲
第2番」より（バッハ）、赤とんぼ、翼
をくださいほか。指揮…細山友子さ
ん　費無料　 須田☎7154－7413

講演・講座・教室  
SKSカフェトーク ORIGAMI倶楽部
日8月10日㈯13時30分～15時30分
所けやきプラザ10階　内折り紙をし
ながら仲間をつくりボランティア活
動にもつなげよう　定先着10人（要申
込）　費無料　 ・ 市民活動ステー
ション☎7165－4370 abikosks@
themis.ocn.ne.jp
市史研 初級古文書講座（全4回）

イベント  
なつやすみ 子ども映画会

日8月10日㈯13時開演　所新木近隣
センター　内ディズニーアニメ「シン
デレラ」「ピーターパン」　定先着100
人　費無料　 湖北地区社会福祉協議
会☎7187－2551
我孫子吹奏楽団 真夏のコンサート2019
日8月11日㈷14時開演　所けやきプ
ラザホール　内アルルの女の物語、ブ
レーメンの音楽隊ほか。指揮…近藤裕
明さん　費400円（中学・高校生200
円、小学生以下無料）　 中村☎080
－3472－8420
第50回我孫子市民バドミントン大会
日9月8日㈰受付9時～　所市民体育
館　内男女シングルス、男女ダブルス、
混合ダブルス。各1・2部　対市内在
住・在学・在勤で男女ダブルス2部は
初心者・40歳以上の方（1人2種目ま
で）、39歳以下の男性は男女ダブルス
と混合ダブルスの兼任不可　費1人1
種目500円（小・中学生200円）　 ・
8月22日㈭必着で申込用紙または

はがきに大会名・種目・ランク・住所・
氏
ふ り が な

名・年齢・性別・電話番号・所属
クラブ（学校名）を明記※ダブルスは2
人記入。〒270－1175青山台4の9の
15岡信幸☎090－6006－2855

第62回我孫子市民文化祭
日8月25日㈰14時開演　所けやきプ
ラザホール　演目超訳「源氏物語 現
代版」ダイジェスト版　費無料　 ・
はがきに住所・氏名・電話番号・

チケット枚数を明記。〒270－1122
中里9あびこ舞台・片倉恭子☎7188

－1445
ベビー・ピーのテント芝居『ラプラタ川』
日8月25日㈰～27日㈫19時～21時　
所手賀沼公園　内京都の劇団全国ツ
アー故郷公演。南米移民の話を人形も
使ってポップに　費前売り2500円、
中学・高校生1500円、小学生500円
（当日各＋500円）　 ・ 根本☎090
－9149－6018
硬式テニス我孫子市民大会（シングルス）
日9月14日㈯※予備日21日㈯　所市
民体育館　種目男子・女子、一般・年
齢別　対・定市内在住・在学・在勤
で中学生以上の方、60人　費1000円
（高校生以下は500円）※当日徴収　
8月28日㈬までにEメール。山来

info@abkta.main.jp※詳しくはホー
ムページ（ http://abkta.main.jp）
をご覧ください　 北村☎090－25
24－5214
第30回我孫子市オープン・レディース

トリプルダブルス卓球大会
日9月26日㈭受付9時～　所市民体
育館　内A・B・Cランク別3ダブル
ス団体戦　対30歳以上の女性（1チー
ム6人）　費5000円（連合会員チーム
4000円）　持ゼッケン　 ・ 8月
30日㈮必着ではがきに大会名・ラン
ク・団体名・代表者の住所・氏名・電
話番号・参加者の氏名を明記。〒270
－1142泉9の24の807川久保利津子
☎7103－8319
市民プラザプレゼンツ ジャズライブ
日8月31日㈯14時開演　内うまい！
すごい！楽しい！ファンキー・ハッ
ピージャズ。出演…池野弘美さん、児
玉信一郎さんほか　定先着190人　費

日9月5日・12日・19日・26日㈭9時
30分～11時30分　所名戸ヶ谷あび
こ病院7階会議室　定先着40人　費
2000円（会員1000円）※全回分　
8月20日㈫必着で往復はがきまたはE
メールに郵便番号・住所・氏名・電話
番号を明記。〒270－1151本町3の1
の2あびこ市民活動ステーション内・
市史研究センター gasonsi@jcom.
home.ne.jp　 品田☎7182－1861
楽認知症について一緒に考えましょう
歌って脳トレ、楽しくチャレンジ♪
日8月29日㈭10時～12時　所近隣セ
ンターこもれび　講師今川篤子さん
（あびこ診療所所長）　定30人（要申
込）　費無料　 ・ 天王台地区高齢
者なんでも相談室☎7182－4100

市民後見人養成講座
日10月18日㈮・25日㈮、11月8日㈮・
15日㈮9時30分～16時。12月12日
㈭10時～15時、13日㈮9時30分～
12時。施設実習…11月18日㈪～29
日㈮のうち2日間　所アビスタ第2・4
学習室。施設実習…特別養護老人ホー
ムアコモード、あらき園　対・定市内
在住で全日程に参加でき、次年度開催
予定の講座を継続して受講できる70
歳以下の方、15人（書類選考あり）※
5人に満たない場合は中止　費無料　
・ 8月30日㈮までに履歴書、志

望動機（600字程度）を郵送または持
参。〒270－1166我孫子1861我孫
子市社会福祉協議会☎7184－1539

老後の安心講座
日9月6日㈮・20日㈮、10月1日㈫13
時30分～16時（全3回）　所けやきプ
ラザ7階研修室　内日常生活に困った
ときの各種福祉サービスや相続と遺言
対・定20歳以上の方、先着35人　費
1000円　 ・ 8月31日㈯までには
がき、ファクス、Eメールに講座名・住
所・氏名・電話番号を明記。〒270－
1108布佐平和台4の4の22認定NPO
法人東葛市民後見人の会我孫子支部・

講演・催し たのしもう

▼中村天風の教えを学ぶ 第4回講演会
「顕在意識の浄化法」　8月18日㈰9時
30分～12時。けやきプラザ8階。先
着30人。300円（資料代）。 ・ 明
るく元気に活きる会・勝又☎080－
1252－0308
▼小さいお友達イベント♪　8月20日
㈫10時～。涼しいお部屋で、体を動
かしたり、工作したり楽しく遊びま
しょう。1歳半～2歳頃。無料。要予約。
所・ ・ なないろキッズ☎070－
3517－8276
▼美地とバクの我孫子うたごえ　8

月21日㈬13時30分～、9月8日㈰18
時30分～。けやきプラザ。リクエス
トを取りピアノ伴奏でみんなで歌い
ます。1000円。 こさか☎090－
7716－1417
▼中高年から始めるらくらくピアノ
無料体験会　8月22日㈭10時～11時
30分。市民プラザ会議室1。月2回、
仲間と集いキーボードで練習。音楽で
心も身体も元気に。 藤田☎090－
1765－3692
▼第6回アクイールの夏まつり　8月
24日㈯10時～16時。屋台多数。呼魂
太鼓、柏市民吹奏楽団、バザー、子ど
も神

み

興
こし

ほか。無料。駐車場あり。所・
特別養護老人ホームアクイール☎

7165－6511
▼我孫子平和フェスティバル 講演と
展示　8月25日㈰・26日㈪9時30分
～。市民プラザ。講演13時30分～…
25日「憲法と若者の政治意識の変化」、
26日「徴用工問題と戦争加害」。無料。
中村☎090－3964－3111

▼親子デイキャンプ　8月25日㈰10
時～14時。我孫子第1団野営場。自分
で作った器とお箸で流しそうめんを
食べよう。幼児～小学1・2年生親子。
・ ボーイスカウト我孫子第1団・

長原☎090－6101－6327
▼久遠苑納涼大会　8月25日㈰18時
～20時。盆踊り、模擬店、打ち上げ
花火など。詳しくは「久遠苑ホームペー
ジ」をご覧ください。所・ 特別養護
老人ホーム久遠苑☎7187－3141
▼パソコン楽しみ隊市民ICT講座「ス
マホの基本操作とよく使うカメラを
もっと知ろう」　8月27日㈫13時30
分～。我孫子南近セ第1会議室。先着

12人。1500円。 ・ 郡司☎090
－8856－3343
▼大人のための英会話韓国語入門講
座　9月4日㈬～、毎週㈬全8回。市民
プラザ。英会話…18時～19時、韓国
語…19時30分～20時30分。8000円
（受講料、テキスト代）。 国際文化
交流協会☎090－6489－2803

会員・仲間募集 やってみよう

▼根戸やよい会囲碁部　毎週㈫9時～
12時。根戸近セ。囲碁を通して仲間
づくりとコミュニケーション活動。年
齢不問。女性歓迎。サークル掛け持ち
可。 坂巻☎7182－8617
▼時事サロン　毎月第3㈬10時～12
時。けやきプラザ6階会議室。時の
内外政治経済などの話題を気楽に話
す会。1回200円。 平田☎7149－
3056

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
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