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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

定1000人※応募者多数の場合は抽選
・ 11月1日㈮必着で往復はがきに

郵便番号・住所・氏名・電話番号・参
加希望者数（1通につき2人まで）・返
信面の宛て先を明記。〒260−0855
千葉県庁内郵便局留 ちばハートフル・
ヒューマンフェスタ事務局（健康福祉
政策課内）☎043−223−2348

第21回湖北台健康まつり
日11月2日㈯9時30分～12時（受付
11時15分まで）　所湖北台中学校　
内健康測定、体力テスト、健康相談、
リラックス体験、吹奏楽など　持上履
き　 湖北台地区社会福祉協議会☎
7188−1410

0歳からの秋の音楽会
日11月2日㈯11時開演　所湖北地区
公民館　内発表会、演奏会、リトミッ
ク、バレエ体験。出演…リトミュジッ
ク生徒、G

ジ ー

.S
エス

.M
ム ジ カ

usica、やまびこーろ
阿部☎7199−8966
テガヌマウイークエンド vol.2

「ヌマベ・ビラキ」
日11月3日㈷・4日㈪10時～日没まで
※雨天時16日㈯・17日㈰　所手賀沼
フィッシングセンター前　内①生き物
観察、特設カフェ、漁具づくりなど②
青空ヨガ③遊覧船周遊（②③はEメー
ルで要申込）　 ・ 東京大学都市デ
ザイン研究室☎03−5841−6224
teganuma.pj@gmail.com

柏交響楽団 第72回定期演奏会
日11月4日㈪14時開演　所柏市民文
化会館　内ブルックナー「交響曲第8
番」（ハース版）ほか。指揮…米津俊広
さん　費980円（前売り900円）　入場
券販売所軽喫茶ぽぽら　 柏交響楽
団☎090−8443−0181
第34回レディースオープン卓球大会

日12月4日㈬受付9時～　所市民体育
館　内A・B・Cランク別団体戦（4単
1複）　対・定30歳以上の女性、1組5
～7人　費1組4000円　持ゼッケン　

・ 11月8日㈮必着ではがきに大会
名、ランク、チーム名、参加者全員の
氏
ふ り が な

名、代表者の住所・氏名・電話番号
を明記。〒270−1164つくし野3の5
の103吉田常子☎7182−6974

あびとくフェスタ
日11月9日㈯9時30分～14時10分　
内舞台発表、作品展、バザーなど　
所・ 我孫子特別支援学校☎7187−

イベント  
市民陸上競技大会

日10月26日㈯受付8時30分～　所柏
の葉公園総合競技場　種目①一般・高
校男子…100m・5000m・砲丸投・
走幅跳②一般・高校女子…100m・
3000m・砲丸投・走幅跳③中学男子
…1年100m・1500ｍ、共通100m・
200m・800m・1500m・3000m・
4×100ｍR・砲丸投・走幅跳④中
学 女 子 …1 年 100m、 共 通 100m・
800m・1500ｍ・4×100ｍR・砲丸
投・走幅跳⑤小学男子・女子…4～6
年各100ｍ、共通1000m・4×100
ｍR・走幅跳　対市内在住・在学・在
勤の方　費1人1種目500円（小・中学
生300円）　持中学生はナンバーカー
ド（お持ちの方）　 ・ 10月18日㈮
必着ではがきに種目・最近の記録・住
所・氏名・年齢・電話番号・所属を明
記。〒270−1143天王台1の13の2
村田寛☎7185−2226

第37回我孫子市ペタンク大会
日11月10日㈰8時30分集合（小雨実
施）　所五本松運動広場　内3人1チー
ムのリーグ戦（初心者歓迎）　費1人
300円　 ・ 10月19日㈯必着では
がきに大会名、チーム名、参加者全員
の住所・氏名、代表者の電話番号、ボー
ルの有無を明記。〒270−1165並木
6の1の12垣内隆男☎090−4609−
1351

高校生の子育てサロン
日10月24日㈭、11月5日㈫・11日㈪・
28日㈭10時20分～11時10分（受付
10時～）　所我孫子東高等学校レスリ
ング場　内自由遊び、高校生と一緒に
ダンス、読み聞かせなど　対就園前の
お子さんと家族　 ・ 布佐地区社会
福祉協議会☎7189−2119

第9回グリスポ祭り
日10月26日㈯9時30分～15時　内フ
リーマーケット、音楽祭、VRコース
ター体験、オリンピアンによるリズム

水泳体験、科学実験ショーなど　所・
取手グリーンスポーツセンター☎

0297−78−9090
柏市音楽家協会

第100回記念定期演奏会
日・内10月27日㈰①10時30分～11
時15分「0歳からのコンサート」②13
時～14時「動物の謝肉祭」③14時30
分～16時30分「お気軽コンサート～
クラシックもポピュラーも～」④17
時～19時「歌 ア・ラ・カルト～世界
の歌と魔笛名場面集～」　所アミュゼ
柏　費①500円②1500円③1000円
④2000円※高校生以下割引。②～④
は3歳未満不可　入場券販売所10月
26日㈯までに軽喫茶ぽぽら　 実行
委員会☎050−5327−9268

医療的ケア児・慢性疾病児を応援
こどもフェスタ in とうかつ2019

日10月27日㈰13時～16時　所松戸
特別支 援学 校　内プラネタリウム、
胃ろうのレシピ、あそびの広場など

https://kodomofestatokatsu.
wixsite.com/2019　 発 達 支 援 室
びーんず・富永☎070−6555−2295

我孫子市バドミントン連盟
第8回秋季団体戦大会

日11月10日㈰受付9時～　所市民体
育館　種目団体戦1～4部（男子ダブル
ス・女子ダブルス・ミックスダブル
ス）　対1・2部オープン。3・4部は
連盟会員または市内在住・在学・在勤
で1・2部以外の方　定先着24組（1組
6人以上）　費1組8000円（連盟会員の
みは6000円）　 10月31日㈭必着で
申込用紙・はがきに大会名、ランク、
チーム名、参加者全員の氏

ふ り が な

名・性別、
代表者の住所・氏名・電話番号を明
記。〒270−1112新木3100の64稲

い な

葉
ば

谷
た に

暉樹☎7187−2549※詳しくは
http://abikobadmin.webcrow.jp/

ちばハートフル・ヒューマンフェスタ2019
日12月6日㈮13時～16時　所千葉市
民会館　内講演（サヘル・ローズさん）、
コンサート（千葉県警察音楽隊）など　

0831
クラシック・ライブ・コンサート

日11月9日㈯14時～16時　所アビス
タホール　内ピアノおよびバイオリン
による演奏会　定先着100人　 脇
田☎7185−1961

能面横笛朗読コンサート
「ことば抱きしめてⅣ」

日11月10日㈰13時～　所宮崎邸（印
西市船尾483）　出演坂口美千代さん

（朗読）、松尾慧さん（横笛）、坂口寿
高さん（能面）　定80人　費2000円　

坂口☎090−3696−5492
第40回我孫子市オープン卓球大会

日12月15日㈰受付9時～　所市民体
育館　種目男女別シングルス（男子は
年代別）、ダブルス　費1人1000円（連
盟会員2割引き、高校生以下半額）　 
持ゼッケン　 11月15日㈮必着では
がきに大会名・種目・所属チーム名・
郵便番号・住所・氏名（ダブルスは連
名）・電話番号を明記。〒270−1165 
並木6の1の8の404目黒朋恵　 桑江
☎080−4375−9071

講演・講座・教室  
市民後見人養成公開講座

日・内①10月18日㈮13時～16時「弁
護士による市民後見概論」②12月13
日㈮9時30分～11時30分「後見業務
を実践している方の報告会」　所アビ
スタ第2学習室　定20人　 ・ 我孫
子市社会福祉協議会☎7184−1539
「ワクチンを知って子どもも大人も守ろう」

市民公開セミナー in 千葉2019
日10月22日㈫13時～　所千葉市生涯
学習センター　定100人（要申込）　
予防接種を推進する会・ちば 043−
245−1777 vaccinechiba@gmail.
com　 吉川☎080−6663−4843

第10回災害救援ボランティア講座
日・所11月2日㈯・9日㈯中央学院大
学、3日㈷消防本部、いずれも9時～
17時　内基礎講座（自然災害、減災、
自助と共助など）、上級救命講習（1年
以内に受講した方を除く）　対・定大
学生以上で3日間受講できる方、40
人　費1万5000円（助成額9200円）
※学生1万円（助成額6700円）　 ・

10月23日㈬までに災害救援ボラン
ティア推進委員会事務局☎03−6822
−9900※助成金申請は市民安全課・

講演・催し たのしもう

▼川村学園女子大学「鶴雅祭」　10月
19日㈯・20日㈰10時～16時。我孫
子キャンパス。声優の木村昴さん・木
島隆一さんのトークショー、音楽ライ

ブ、展示、公演、模擬店など。 川村
学園女子大学☎7183−5538
▼中央学院大学「あびこ祭」　10月26
日㈯・27日㈰10時～16時30分。ラ
イブ「ベリーグッドマン」、お笑い「ダ
イノジ」「インディアンズ」、ふれあい
動物園などの子ども企画も。詳しくは

HP。 中央学院大学☎7183−6518 
▼親子体験デイキャンプ　11月3日㈷
10時～14時。雨天中止。五本松キャ
ンプ場。ボーイスカウト我孫子第2団
がいろいろな遊びと野外料理を手解き。
市内在住の方、先着20人。1家族500円。

・ 荻野☎080−2386−3669
▼チャペル・コンサート～心に届くチ
ェロの調べ～　11月17日㈰14時～。
我孫子栄光教会。ゲスト…ボーマン・
ベアンテさん（チェロ）、ボーマン・ル
リコさん（ピアノ）。60人。無料。
仁科☎7188−3679

会員・仲間募集 やってみよう

▼混声合唱団ベラ・コンソルテ　毎月
4回㈪13時30分～15時30分。湖北台
近セほか。初心者歓迎。年齢不問。講
師…金子美香さん（二期会ソリスト）。
月3000円。 阿部☎7187−2089
▼七宝焼きサークル　毎月第1㈭近セ
こもれび、第3㈭湖北台近セ。9時30
分～12時。七宝焼きの額絵やアクセ
サリー作り。4回7000円。 吉田☎
7184−0771

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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