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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135回 史跡文学散歩
「目白界

か い わ い

隈に嘉納治五郎の足跡を求めて」
日9月25日㈬9時集合※小雨実施　集
合我孫子駅改札内　内目白駅→学習
院大学→日本女子大学→村川家住宅→
早稲田大学。講師…村上智雅子さん（我
孫子の文化を守る会）　費500円　 ・

村上☎090－5333－2855
第19回 健康まつり

日10月2日㈬10時～15時　所我孫子
南近隣センターホール　内①10時～
11時30分…講演「気にしていますか
血糖値」②12時30分～15時…健康・
体力チェック（受付14時30分まで）※
1日参加の方には軽食あり　定①100
人（要申込）　費無料　 ・ 9月25
日㈬までに我孫子南地区社会福祉協議
会☎ 7185－5117
混声合唱団フレンドリーシンガーズ

第6回 演奏会
日9月28日㈯14時開演　所スターツ
おおたかの森　内「島唄」「水のいのち」
ほか。指揮…大門康彦さん　費1000
円　 森☎090－4968－4740

第5回 息子・娘のための代理婚活会
日10月24日㈭13時30分～16時　所
けやきプラザ11階　対・定30～45歳
の独身の方の親で、本人に了解を得
て参加できる方、各15人（応募者多数
の場合は抽選）　費1人3000円、夫婦
4000円　 ・ 9月30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

講演・講座・教室  
市民プラザ講座

◎まったりヨーガ
日9月3日㈫～毎週火曜日19時～20
時　対初心者、体が硬い・肩こり・高
齢者の方　費2800円（月4回）
◎芸術文化体験教室～生け花～
日9月23日㈷10時～13時　定20人

（要申込）※小学3年生以下は保護者同
伴　費500円　持雑巾、花ばさみ・花
器（貸し出し可）

イベント  
第82回 にっぽんの心を歌う会 

歌と踊り夏の大会
日9月7日㈯10時30分開演　所けやき
プラザホール　内最近の話題曲から懐
メロまでを歌う。盆踊り大会あり（一
般参加歓迎）　費無料　 阿部☎090
－8081－7827

第23回 我孫子市歌謡文化
フェスティバル（チャリティー）

日9月8日㈰9時40分開演　所けやき
プラザホール　内歌と踊りの特別企
画。ゲスト…髙城靖雄さん、みず樹春
奈さん、三木ゆかりさん、初鳥世奈さ
ん　費無料　 岩鼻☎090－2523－
1887

市民ソフトボール大会
日9月29日㈰受付8時30分～（予備日
10月6日㈰）※9月14日㈯18時～市民
体育館会議室で代表者会議　所利根
川ゆうゆう公園野球場　種目男子の
部（8チーム）、女子の部（4チーム）　
費1チーム6000円　 ・ 9月10日
㈫必着ではがきに「市民ソフトボール
大会」・チーム名・種目・代表者の住
所・氏名・電話番号を明記。〒270
－1121中峠3066の24古内新一☎
7187－0750

J.S.バッハと息子たちはいかが？
日9月14日㈯14時開演　所アミュゼ
柏　内「アリオーソ」「オーボエダモー
レ協奏曲」ほか　費2000円（5歳未満
入場不可）　入場券販売所軽喫茶ぽぽ
ら、チケットぴあほか　 眞山☎080
－5697－9326

布佐の歴史景観散策会
～竹内神社例大祭の日のまち歩き～

日9月16日㈷15時50分～18時30分

※荒天中止　集合布佐駅改札前　内竹
内神社、勝

しょう

蔵
ぞ う

院
い ん

などをガイド付きで散
策。ナリタヤ駐車場（山車の競演会場）
で解散　定25人　費300円　 ・
9月2日㈪9時～我孫子の景観を育てる
会・中塚☎090－6034－9149
第9回 ハーモニカと歌おうIN湖北台

日9月21日㈯13時30分開演　所湖北
台近隣センター　内ハーモニカの演奏
に合わせて楽しく歌おう（懐メロほか、
独奏あり）。出演…ハーモニカ・メイ
ツあびこ　費無料　 髙田☎7188－
0431

女声合唱団ラ・メールコンサート
日9月21日㈯14時開演　所けやきプ
ラザホール　内明治から平成までの童
謡・唱歌、「オペラ座の怪人」ほか。出
演…伊藤幹翁さん（指揮）、苅谷麻里
さん（ピアノ）、東涼太さん（サクソフ
ォン）　費1000円　 伊藤☎090－
3009－1601

我孫子市民合唱団
第16回 定期演奏会

日9月22日㈰14時開演　所けやきプ
ラザホール　内「水のいのち」、教会
音楽、ソプラノ独唱。出演…北川博夫
さん（指揮）、石井秀明さん・上田真
理子さん（ピアノ）、塚本江里子さん

（ソプラノ）　費800円（高校生以下無
料）　入場券販売所軽喫茶ぽぽら・東
京事務器　 小澤☎7184－8461

第15回 水の輪 夢♡こんさーと
日9月23日㈷13時開演　所けやきプ
ラザホール　内和太鼓・ピアノ・ダン
スなど。出演…逆井中学校、スギテツ
ほか　費1000円（中学生以下500円、
未就学児・介護同伴者1人無料）　
石渡☎7133－7261

〈共通〉所・ ・ 市民プラザ☎7183
－2111
認知症サポーターステップアップ講座

日9月12日㈭10時30分～12時　内当
事者から学ぶ認知症サポート　対・定
養成講座を受講済みの認知症サポー
ター、30人（要申込）　費無料　所・

・ 平和台病院☎7189－1236
2019年度 千葉県失語症者向け

意思疎通支援者養成講座必修基礎コース
日9月29日㈰～11月17日㈰全9回　
所市川市急病診療・ふれあいセンター
ほか　定20人　費無料　 ・ 9月
14日㈯までにホームページから。
千葉県言語聴覚士会☎080－7187－
2524 http://chiba-st.com/
楽湖北地区公民館（コホミン）講座

◎季節をめぐる寄せ植え講座
日9月26日㈭10時～12時　内秋色の
リーフの寄せ植え　定先着20人　費
2500円　持エプロン、筆記用具　
9月15日㈰までに電話・窓口（要返信
用はがき）
◎わたしもぼくも今日はパティシエ
日10月12日㈯①9時30分～11時②
11時30分～13時　内洋菓子店「メヌ
エット」に学ぶ、バスクフロマージュ　
対・定小学生と保護者、各回8組16
人（応募者多数の場合は抽選）　費1組
1000円　持エプロン、三角巾、ふき
ん2枚　 9月15日㈰までに電話・窓
口（要返信用はがき）
◎ふれあい陶芸講座
日10月5日㈯・19日㈯、11月23日
㈷・30日㈯、12月7日㈯・21日㈯、
令和2年1月11日㈯・25日㈯10時～
15時（最終日は11時まで）　内陶芸の
基礎　定20人（応募者多数の場合は抽
選）　費7000円　持汚れてもいい服
装、エプロン、タオル2枚、雑巾、持
ち帰り用ビニール袋、筆記用具、弁当、
飲み物　 9月21日㈯必着で往復はが
きに参加者氏

ふ り が な

名・住所・電話番号・年
齢を明記し投

と う か ん

函、または電話・窓口（要
返信用はがき）
◎コホミン×オペラ ふたたびコホミン

講演・催し たのしもう

▼歌声クラブ　9月2日㈪、10月23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をご一緒に。500
円。 稲吉☎090－4027－6903
▼あびこ市歩こう会 酒々井ウオーキ
ング　9月8日㈰8時24分我孫子駅発

（成田線）、南酒々井駅下車。小雨実施。
10㎞。300円。昼食持参。 鈴木☎
090－1404－7463
▼こころの歌を唄う すみれの会　9月

8日㈰、10月5日㈯14時～16時。近
セこもれび。元ヤマハ専属ピアノ伴奏。
参加自由。ドリンク付き。500円。
及川☎070－6661－0063
▼オープンキャンパス　9月9日㈪～
13日㈮、11月11日㈪～15日㈮10時
30分～、13時30分～。学校紹介、授
業参観。所・ ・ 千葉県生涯大学
校東葛飾学園☎7152－1181
▼名画鑑賞会「巴

パ

里
リ

のアメリカ人」　9
月11日㈬12時30分～。アビスタ第5
学習室。1951年、アメリカ、113分、
字幕。先着20人。申込不要。200円。

内島☎080－5031－7306

▼独吟発表会　9月14日㈯13時～16
時30分。湖北台近セ。民謡・歌謡入
りの詩吟あり。詩吟の良さを感じて
みませんか。無料。 我孫子吟詠会・
小泉☎7187－6181
▼ウィンドウズ10のPCとタブレット・
スマホのいろいろな連携を学ぼう　9月
15日㈰または19日㈭14時～16時30
分。市民プラザ3階会議室2。1500円。
テキストは会計時にメールで送付。
・ 今泉☎090－4715－2905
▼俳句句会見学会　9月17日㈫13時
～16時。けやきプラザ8階。初心者大
歓迎。和気あいあいとやっています。
200円。 けやき句会・青木☎070－
1053－2455
▼手びねり会 第21回陶芸作品展　9
月18日㈬～23日㈷9時～21時（初日
13時～、最終日16時まで）。さわや
かちば県民プラザ。 吉岡☎7154－

3012
▼ハンディちゃんのママのための交流
会　9月26日㈭13時～15時。湖北地
区公民館。仕上げ磨き相談。300円。

おひさま＆おつきさま代表・平川☎
080－3029－7521（ショートメー
ル）
▼我孫子スクエアダンスクラブ無料体
験会　①9月28日㈯10時～12時。市
民プラザ②10月5日㈯10時～12時。
湖北台近セ。各2時間。ウオーキング
ダンス。 石崎☎7188－7965
▼千葉大学健康セミナー「社会参加で
健康長寿」　9月28日㈯13時30分～。
千葉大学柏の葉キャンパス。先着130
人。200円。 ・ 千葉大学柏の葉
診療所☎7137－8471
▼市民総合会塾「正論」民主主義国家
だから皆が働ける夢あり　9月29日
㈰、10月27日㈰12時～。アビスタ。

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://chiba-st.com/
mailto:wedding@abikoshakyo.com
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