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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
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「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
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不要）、 …問い合わせ、楽…あびこ楽校事業

日11月7日㈭①10時～11時30分②受
付13時～14時　所天王台北近隣セン
ター　内①講演会「腰痛、ひざ痛の予
防と対処方法」講師…千葉西総合病院
リハビリテーション科理学療法士②
体力測定（6m歩行・動的バランスな
どの測定、体力相談）、脳内元気度測
定、健康チェック（肺活量・身長・体
組成・血圧測定など）　定体力測定の
み先着30人（要申込）　費無料　 ・

天王台地区社会福祉協議会☎7183
－9009（第2・4火曜日、祝日を除く
9時～16時）

広報あびこの訂正について
第50回卓球市民大会

広報あびこ9月16日号7面に掲載した
「第50回卓球市民大会」のダブルスの
費用に誤りがありました。正しくは

「ダブルス1人300円、高校生以下1人
200円」です。お詫びして訂正します。
申込方法など詳しくは広報あびこ9月
16日号をご覧ください　 教育委員
会文化・スポーツ課☎7185－1604

講演・講座・教室  
千葉県動物愛護センター
東葛飾支所動物愛護事業

◎犬のしつけ方教室
①基礎講座　日10月5日㈯9時30分～
11時30分、11月12日㈫・12月10日
㈫13時30分～15時30分　費無料※
飼い犬の同伴不可
②実技講座　日10月23日㈬、11月27
日㈬、12月25日㈬9時30分～11時
30分　費3000円（税別）　対・定事前
に基礎講座を受講した方、10組※飼
い犬同伴

イベント  
第17回懐かしの映画ポスター展 

川端康成生誕120年記念
文芸作品映画ポスター展

日10月5日㈯～12日㈯9時～18時（最
終日は16時まで）　所アビシルベ　内

「雪国」「伊豆の踊子」「坊ちゃん」など
の文芸作品映画ポスターを約30点展
示　費無料　 吉澤☎7184－2856

第43回あびこ福祉バザー
日10月12日㈯10時30分～15時※売
り切れ次第終了　所アビイホール（ア
ビイクオーレ3階）　 我孫子市社会
福祉協議会☎7184－1539

第69回千葉県民体育大会
なぎなた競技

日10月13日㈰9時40分開始式　所市
民体育館　内千葉県各郡市対抗。少年
の部・成年の部の演技と試合（団体戦）。
観覧無料。昼休みに「なぎなた体験コ
ーナー」あり　 我孫子市なぎなた連
盟・中村☎090－1253－2996

菊の会公演「燃えよ日本列島」
日10月13日㈰14時30分開演　所ス
ターツおおたかの森　内日本のおど
り　入場券販売10月13日㈰までに菊
の会　費指定席…6000円、自由席…
5000円、学生…1000円　 黒岩☎
090－9246－1249

あびこファミリーコンサート
島筒英夫コンサート

～新たな気持ちで。ジャンプ!! ～
日10月14日㈷13時30分開演　所市
民プラザホール　曲目「スケルツォ第
2番」（ショパン）、語りピアノ「ちい
ちゃんのかげおくり」ほか。出演…島
筒英夫さん（全盲のピアニスト）、浦富
美さん（歌）　費1000円※全席自由　

浦☎7184－4572
第8回

あびこグラウンドゴルフ交流大会
日11月12日㈫9時～13時※予備日19
日㈫　所五本松運動広場　内24ホー
ルの個人戦　対・定市内在住・在勤・
在クラブの方、先着120人　費500
円　 ・ 10月15日㈫必着で、往復
はがきに住所・氏名・電話番号・性別・
年齢を明記。〒270－1138下ケ戸
1825の11梅田博巳☎7184－9546

東葛エリア ソーラークッカー大会
日10月20日㈰10時30分～14時　所
川村学園女子大学　内太陽エネルギー
を利用した調理器具（ソーラークッ
カー）を活用し、湯沸かしや炊飯の速
さを競う。エコクッキングを楽しむ　
対・定事業の趣旨に賛同する方、60
人　 我孫子高校☎7182－5181

健康フェア
今年も体力測定・健康チェックを！

◎一般譲渡会
日10月5日㈯、11月7日㈭、12月14
日㈯13時30分～15時　内センターの
成犬・成猫を譲渡　費無料
◎飼い主さがしの会
日10月16日㈬、11月20日㈬、12月
18日㈬13時30分～15時　内犬猫を
欲しい方・あげたい飼い主さんの出会
いの場　費無料　
◎ふれあい広場
日12月14日㈯10時～12時　内セン
ターの犬猫との交流会　対小学生以上
と保護者　費無料

〈共通〉所・ ・ 千葉県動物愛護セ
ンター東葛飾支所（柏市）☎7191－
0050（「犬のしつけ方教室実技講座」
は 千葉県動物保護管理協会☎043
－214－7814）※要事前申込

異文化理解講座
「これであなたも英語が話せる」

日10月13日㈰10時～11時30分　所
市民プラザ会議室1　内英語の会話を
難しいと感じ、乗り越えたいと思って
いる方のための講演。講師…ダニエ
ル・エドウィン・リーさん（AIRA英会
話講師）　定先着30人　費無料　 ・

10月6日㈰までに電話・Eメールで
氏名・電話番号を明示。AIRA事務局
☎7183－1231 info@e-aira.jp
千葉県人材キャリアアップ研修支援事業

人生100年時代の
心の健康つくりセミナー第6弾

日10月8日㈫10時～12時　所けやき
プラザ7階研修室　内引きこもりにつ
いて考える。講師…堀江桂吾さん（日
本女子大学人間社会学部心理学科）　
定先着60人（要申込）　費無料　 ・

講演・催し たのしもう

▼第118回楽しい歌声広場　10月8日
㈫14時～15時30分。我孫子北近セ
並木。懐かしい歌を一緒に歌いませ
んか！ 500円（初回のみ別途歌集代）。
飲み物持参。 乳

にゅう

井
い

☎7185－2010
▼S

ス ラ ッ ク

lackは同好会活動NPO活動に便
利なチャットツール　10月10日㈭ま
たは20日㈰14時～16時15分。市民
プラザ3階会議室2。資料などは会計
時にメール送付。1000円。 今泉☎
090－4715－2905
▼自衛隊松戸駐屯地創立67周年記念
行事　10月12日㈯9時～15時。自衛
隊松戸駐屯地（新京成元山駅徒歩5分・
駐車場なし）。装備品展示、自衛隊車
両の体験試乗など。　 広報班☎047
－387－2171（内線235）
▼市民公開講座「ゲノム医療が導くが
ん治療の未来～国立がん研究センター
東病院の取り組み～」　10月12日㈯
13時～15時。250人。無料。所・

国立がん研究センター東病院☎7133
－1111
▼「成年後見制度について考えよう」：

《成年後見制度の概要と活動の事例》　
10月12日㈯14時～16時。市民プラ
ザ会議室1。講師…芦崎敬己さん。35
人。300円。 我孫子の文化を守る会・
放談くらぶ・佐々木☎7185－0675
▼あびこ市歩こう会 大宮公園　10
月13日㈰我孫子駅常磐快速線8時18
分乗車、大宮公園駅下車。小雨決行。
10㎞ ウオーク。300円。昼食持参。

鈴木☎090－1404－7463
▼もみじコンサート（声楽発表会）　
10月14日㈷14時30分～16時（14時
開場）。アビスタ2階ミニホール。無料。

Nor’sM☎090－8172－3607
▼学校給食・自校調理方式の優位性に
ついて　10月18日㈮13時30分～15
時。けやきプラザ。講師…松﨑政三さ
ん（前関東学院大学栄養学部教授）。
我孫子の誇れる給食を続け無償化を求
める市民の会・横山☎7188－3654
▼布施弁天とあけぼの山公園で樹木ウ

オッチング　10月19日㈯9時～14時
（雨天中止）。我孫子駅北口阪東バス乗
り場集合、現地解散。東葛しぜん観察
会主催。30人。200円。要申込。
・ 片岡☎7125－3177
▼第5回クローバー「カラオケ発表
会」　10月19日㈯9時45分開演。け
やきプラザホール。全140曲。皆さん
のご来場をお待ちしています。無料。

渡辺☎090－7719－9591
▼下水処理場の仕組みについて学びま
せんか？　10月20日㈰10時～15時。
我孫子市産業まつり。来場者に下敷
き配布。出展企業…水ingAM・メタ
ウオーターサービス・特産・西原JV。

終末処理場☎7189－6820
▼成年後見無料相談会　10月25日㈮
12時30分～14時30分。パレット柏
多目的スペース。社会保険労務士に
よる相談会。事前予約可。 ・ 成
年後見センター千葉東葛支部☎047－
345－9992
▼第17回琴友会大正琴発表会　10月
26日㈯13時～。湖北地区公民館ホー
ル。演歌・民謡・歌謡曲など。講師…
曽我千揚さん。無料。 都築☎7188
－8279
▼市史研「東我孫子の歴史と文化」　
10月26日㈯14時～16時（受付13時
30分～）。近セこもれび多目的ホール。

講師…三谷和夫さん（市史研究セン
ター）。無料。 萩原☎7184－1386

会員・仲間募集 やってみよう

▼ヨガサークルメンバー　毎週㈰10
時～、㈭15時30分～。布佐3丁目集
会所。呼吸に合わせてマイペースに。
初心者・運動が苦手な方も歓迎。1回
800円。 石川☎090－6863－5035
▼ドイツ語学習のためのルター訳聖書

（原書）講読会　毎週㈬10時～12時。
柏・日能研。無料（人数割りで会場費
負担）。数人。 山本☎7132－6072
▼ESSつくしの会員　毎月第1・3㈭
午後。近セつくし野館。事前配布トピッ
クのフリートーク。中級レベル。無料

（会場費負担あり）。 鈴木☎080－
4587－2599
▼シェイクスピアをかじろう（英書）
会　毎月第1㈮10時30分～12時。柏・
日能研。無料（人数割りで会場費負担）。
数人。 山本☎7132－6072
▼囲碁タケフの会　原則毎週㈮12時
～17時。湖北地区公民館。囲碁対局
ほか勉強会あり。初級者大歓迎。会
員26人（うち女性3人）。入2000円。
3カ 月 2000 円　 安 藤 ☎ 7149 －
5367

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
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