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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

日10月13日㈰8時30分～16時※ノル
ディックウオーク同時開催　所柏の
葉公園総合競技場　費700円（前売り
400円、高校生以下無料）　 川口☎
090－8499－5454

講演・講座・教室  
就活・脳活パソコンスタート講座

「初めてのワード」
日9月28日㈯、10月5日㈯・12日㈯
13時30分～16時　所けやきプラザ1
階工作室　内「ワード」を使い、基本
操作とチラシ作成などを学ぶ　定先
着12人　費4500円（3回分）　持ノー
トパソコン※貸し出しあり　 ・ パ
ソコン楽しみ隊・原☎090－9427－
3834

中国語入門後期講座
日10月6日～毎週日曜日19時35分～
20時55分（全16回）　所市民プラザ
ほか　講師孫

ソ ン

勉
ベ ン

さん　対・定中国語
を経験したことのある方、10人　費2
万6640円（別途テキスト代）　 ・
9月28日㈯必着で、電話またはファク
ス・Eメールで住所・氏名・電話番号を
明示。我孫子市国際交流協会（AIRA）
事務局☎7183－1231 7183－20
05 info＠e-aira.jp※応募者少数の場
合は開講しないことがあります

女性のための起業講座
日10月6日㈰13時30分～16時30
分　所千葉県男女共同参画センター

（千葉市）　内起業に必要な「印象づく
り」、起業の基本的な流れ　定先着20
人（要申込）　費無料　 ・ 電話・フ
ァクス・Eメールで住所・氏名・電話
番号を明示。※託児は電話でお問い合
わせください。千葉県男女共同参画セ
ンター（月曜休館、月曜が祝日の場合
は火曜）☎043－420－8411 043
－ 420 － 8581 kenkyouse@mz.

イベント  
第6回我孫子市民吹矢大会

日9月28日㈯受付9時30分～　所市民
体育館武道場　種目10ｍ、8ｍ、6ｍ　
対市内在住・在学・在勤で経験のある
方　費無料　持吹き矢用具、上履き　

・ 9月23日㈷必着で、はがきに希
望種目・住所・氏名・性別・電話番号
を明記。〒270－1152寿2の17の14
黒木昌司☎7185－0026

自然をまるごと観察しよう
日9月29日㈰9時30分～13時　所谷
津ミュージアム　内楽しみながら観察
の視点を身に付けよう。講師…植物・
野鳥・昆虫など各専門の10人　定先
着50人　費1500円　 自然観察大学
事務局・大野☎03－3833－1822

第2回市民ゴルフ シニア大会
日11月8日㈮※荒天中止　所東我孫子
ゴルフカントリークラブ　内18ホー
ル（新ぺリア方式）　対・定市内在住
で55歳以上の方、32人（応募者多数
の場合は抽選）　費2000円（プレー費
などは各自負担）　 9月30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
KJSO子ども音楽づくりワークショップ
日10月6日㈰①11時～12時15分②
13時15分～14時30分（申込不要）※
雨天時20日㈰　所柏駅東口ファミリ

広場　内「冬」（ビバルディ）、ボディー
パーカッション講座など。出演…石田
常文さん（指揮）　費無料　 柏ジュ
ニアストリングオーケストラ・石田☎
7139－6069

第50回卓球市民大会
日11月4日㈪受付9時～　所市民体育
館　種目中学生以下の部…男女別シン
グルス・ダブルス。男子の部…高校生・
一般・40歳以上・60歳以上のシング
ルス、ダブルス（年齢制限なし）。女
子の部…シングルス（年齢制限なし、
団体戦にも出場可）、団体戦（4人の3
ダブルス、合計年齢が制限なし・260
歳以上の部）。ラージボールの部…ダ
ブルス団体戦（当日抽選編成予定）　
対市内在住・在学・在勤の方　費シン
グルス300円（高校生以下200円）、ダ
ブルス600円（高校生以下400円）、女
子団体1200円、ラージ団体1人300
円　持ゼッケン　 ・ 10月11日㈮
必着で、はがきに大会名・種目・団体
名・住所・氏名・生年月日・電話番号
を明記。〒270－1144東我孫子2の4
の73海野義郎☎090－5527－6711

第23回どんとこまつり
～みずきで楽しもう 地域のわ～

日10月12日㈯10時～14時　内模擬
店、福祉事業所の製品販売、ステージ
発表（エアロビクス・和太鼓）など　所・

障害福祉サービス事業所みずき（古
戸804）☎7187－5171

第11回柏の葉公園
ウオーキングフェスタ

pref.chiba.lg.jp

募集  
第9回グリスポ祭り

フリーマーケット出店者
日10月26日㈯9時30分～15時※雨天
実施　内衣料品・日用雑貨・電気製品
など。※飲食物・生き物・医薬品など
の販売不可　対・定20歳以上の個人・
団体（営利不可）、36店舗（抽選）　費
1区画500円（4ｍ×2ｍ）※1店舗2区
画まで　所・ ・ 10月4日㈮必着
で、往復はがきに住所・氏名・生年月
日・年齢・電話番号・参加人数・販売
品目を明記し郵送または窓口にはがき
を持参。〒302－0032取手市野々井
1299取手グリーンスポーツセンター
☎0297－78－9090

お知らせ  
定例教育委員会

日9月27日㈮14時予定（議案内容に
より変更あり）　所水道局4階会議室
内9月24日㈫以降にお問い合わせくだ
さい。傍聴される方は、開催予定時間
前に傍聴券に必要事項を記入し、指示
に従って入室してください　 教育委
員会総務課☎7185－1110
ふたつのハロウィンジャンボ宝くじが発売

日9月24日㈫～10月18日㈮　内市町
村の振興を目的に、「ハロウィンジャ
ンボ宝くじ」と「ハロウィンジャンボ
ミニ」が2種類同時に発売されます。
収益金は市町村の明るく住みよいまち
づくりに使われます。購入は千葉県
内の宝くじ売り場で！　主な当せん
金「ハロウィンジャンボ宝くじ」…1等
3億円、前後賞各1億円。「ハロウィン
ジャンボミニ」…1等2000万円、前後
賞各500万円　 財政課・内線300

講演・催し たのしもう

▼自
じ

彊
きょう

術
じゅつ

無料体験　9月19日㈭・26
日㈭いずれも10時～11時30分。アビ
スタミニホール。自ら身体を整える健
康体操です。 自彊術普及会千葉
県支部・菊川☎7169－3698
▼楽しく歌う♪　9月20日㈮19時～。
アビスタ。体験会。世界・日本の歌、
叙情歌。呼吸・発声からみんなと一緒
に歌いましょう。初心者歓迎。 坂巻
☎090－2237－9827
▼さつまいも掘り大会　9月21日㈯
13時～15時。雨天中止。むつぼし第
7農園（北新田）。歌・レクあり。長靴・
汚れてもいい服装。無料。要申込。
・ むつぼし☎7184－6258 7184
－6259
▼日本の再生を語る会：消費税につ
いて　9月22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…スウェーデン人の生活水
準について。300円。 上原☎070－
5541－7855
▼ピアノ体験会　9月24日㈫13時30
分～。天王台北近セ。知っている曲か
ら気軽に始めましょう。仲間と交流し
ながら上達！初心者歓迎。 野坂☎
080－6640－1941
▼第37回歌声喫茶・カリンカ　9月
25日㈬14時～16時。我孫子北近セ並
木。アコーディオンの伴奏に合わせて
みんなで歌います。500円。 小平☎
7189－3996
▼我孫子市囲碁連盟 初段を目指す講
座　10月～令和2年3月の㈪10時～
12時（月3回）。日本棋院湖北碁

ご

苦
く

楽
ら く

支部。25人。 ・ 9月25日㈬まで
に山口☎7185－4176
▼ハンディちゃんを育てるママの交
流会＆歯磨き相談　9月26日㈭13時

～15時。湖北地区公民館第1和室。5
人。300円。要申込。 ・ おひさま
＆おつきさま・平川☎080－3029－
7521（ショートメール）
▼見つけよう！私の秋の七草　9月29
日㈰10時～14時。野田市の理窓会記
念自然公園。東武線運河駅改札口集合。
先着30人。要申込。200円（保険料・
資料代）。 ・ 東葛しぜん・鈴木☎
7182－3067
▼オーディオコンサート　9月29日
㈰14時～。我孫子北近セ並木ホール。
自作真空管アンプを中心に高音質な音
楽を楽しむ会。無料。 我孫子オー
ディオファンクラブ・脇田☎090－
5422－5479
▼ミニコンサート チェロと合唱の集
い　10月13日㈰13時30分～。アビ
スタ1階。出演…野村秀美さん、崎野
秀明さん。「鳥の歌」「ハレルヤ」ほか。
無料。 宇田川（プレーリーコラール・
ドゥー）☎090－2472－7873
▼手賀沼エコマラソン試走会　10月
14日㈷9時～。北柏ふるさと公園（芝
生広場に集合）。詳しくは我孫子RCの
ホームページ（ http://abikorc.jp/）

をご覧ください。 我孫子走友会・平
井☎090－7342－0096
▼美地とバクの我孫子歌おう会　10
月16日㈬13時30分～、11月21日㈭
13時30分～。けやきプラザ。リクエ
ストを取りピアノ伴奏に合わせてみん
なで歌います。1000円。 こさか☎
090－7716－1417

会員・仲間募集 やってみよう

▼囲碁クラブ・こぶしの会　毎週㈮午
前中。天王台北近セ。講師…吉廣講
師ほか4人。運営は会員みんなで分担

（女性・高齢者配慮あり）。月1000円。
・ 直接会場または小寺☎7183－

1357
▼健康麻雀　毎週㈪～㈮10時～。①
我孫子ビレジ（つくし野）②あびこ交
遊館（湖北台）。各8人。6000円（12
回分）。初回テキスト配布。 古田☎
7169－3321（18時～20時）
※広報あびこ9月1日号に掲載した「健
康麻雀」の時間に誤りがありましたの
で再掲載します。

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://abikorc.jp/
mailto:kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp
mailto:kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp
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