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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

ライオンキング、弦楽器体験ほか　指
揮・ 石田☎7139－6069

婚活！クリスマスパーティー
日12月8日㈰14時～17時　所けやき
プラザ11階　対・定45歳までの独
身の男女、各20人　費2000円　
・ 11月17日㈰までに我孫子市結婚
相談所あび♡こい♡ハート☎7184－
8100※ホームページからも申し込み
可

採って食べよう秋野菜！
日11月24日㈰10時～13時※雨天中
止　所ひぐらし菜園（久寺家206）　
内サトイモ・サツマイモ掘り体験、
実食、新鮮野菜の販売　定30人　費
300円　持長靴、軍手、タオル、帽
子、飲み物、お椀

わ ん

、箸、スプーン　
・ あびこ型「地産地消」推進協議会
☎7128－7770（祝日を除く月・火・
木曜日9時～17時）

響きあう世界へ
日11月28日㈭19時開演　所アミュ
ゼ柏　内ブラームス「バイオリンソ
ナタ3番」ほか。出演…山口裕之さん
（前NHK交響楽団第1コンサートマス
ター）ほか　費3500円（前売り3000
円）　入場券販売所軽喫茶ぽぽら、ア
ミュゼ柏　 児玉☎080－3469－
0656

こもれび「健康フェア」
日12月3日㈫①10時～11時30分②受
付13時～14時　所近隣センターこも
れび　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
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・体組成・血圧測定など）　定体力
測定のみ先着30人（要申込）　 ・
天王台地区社会福祉協議会☎7183－
9009（第2・4火曜日を除く平日）

アマルトブシン 馬頭琴コンサート
日12月6日㈮13時30分開演　所ア
ミュゼ柏　内モンゴルの民族楽器・馬

イベント  
総合型地域スポーツクラブ

あびこ根戸エンジョイクラブ体験会
①日11月2日㈯・30日㈯9時～　所根
戸小体育館　内太極拳、ショートテ
ニス、ペタンク、バドミントン、卓
球　持室内用運動靴　②日11月11日
㈪・18日㈪9時15分～（雨天中止）　
所中央学院大学サッカー場　内グラウ
ンドゴルフ　③日11月12日㈫・19日
㈫13時30分～（雨天中止）　所つくし
野多目的運動広場　内グラウンドゴル
フ　④日11月12日㈫9時～　所つく
し野多目的運動広場　内スケッチ　持
用具一式

〈共通〉持飲み物、タオル※①～③は
用具貸出可　 坂本☎7185－0468

第14回なぎなた市民大会
日12月15日㈰9時30分開会（受付9時
～）　所市民体育館武道場　種目演技
A（しかけは初段まで）、演技B（しか
けは級位者、応じは初段まで）、試合
（3人団体戦、先鋒は級位者）　費1人
500円（保険は各自）　 11月14日㈭
までに電話・ファクスで住所・氏名・
年齢・電話番号・種目を明示。中村☎
090－1253－2996 7183－3566

第31回習作展
日11月15日㈮～20日㈬10時～17時
（初日12時～、最終日16時まで）　所
市民プラザ　内書道・墨絵などの作品
展示　 我孫子市シルバー人材セン
ター☎7188－2200
我孫子ギターサークルミニコンサート
日11月15日㈮14時20分開演　所湖
北台近隣センター　内クラシックギ

ターの演奏と歌　 秋元☎7184－
4518

流山高等学園「KOYO祭」
日11月16日㈯9時30分～14時　内手
作り製品・野菜・花の販売など　所・
特別支援学校流山高等学園☎7141

－9900
湖北特別支援学校「湖翔祭」

日11月16日㈯9時50分～14時15分
内作業製品の販売、体験、作品展、ス
テージ発表など　所・ 湖北特別支
援学校☎7188－0596

第136回史跡文学散歩
湖北周辺に将門伝説の遺跡を訪ねる

日11月17日㈰湖北駅改札9時集合※
小雨実施　内天照神社→龍泉寺→妙照
院→湖北地区公民館→日秀観音→将門
の井戸→将門神社→桟橋→相馬郡衙遺
跡→湖北駅　費500円　講師・ ・
我孫子の文化を守る会・戸田☎080－
6527－3824

みんなで遊ぼう！こどもランド
～秋の冒険隊～

日11月17日㈰10時～12時　所中原
ふれあい防災公園（柏市）　内自然の
中でゲームを楽しむ　対年長～小学2
年生　定100人　持飲み物、タオル、
帽子　 ・ ボーイスカウト・荻野
☎080－2386－3669

創造会フェスタ2019
日11月17日㈰10時～　内講演、歩
行年齢・骨密度測定、バザー、演奏
会ほか　所・ 平和台病院☎7189－
1250
KJSOふれあいコンサートinアビイクオーレ
日11月17日㈰13時～14時　所アビ
イホール　内パッヘルベルのカノン、

頭琴の演奏、モンゴルの独特な歌唱法・
ホーミー（喉歌）　費2500円　入場券
販売所軽喫茶ぽぽら、アミュゼ柏　
大洞院☎7132－5868

講演・講座・教室  
一緒に作ろう！手軽に手づくりおせち

日11月29日㈮9時30分～14時　所湖
北地区公民館　内だて巻き、きんとん、
八幡巻き、焼き物、雑煮など　定16
人　費1500円　 ・ 11月3日㈷
までに食の会あびこ☎7149－7909
（10時～15時）
「いきいきクラス3期生」認知症予防
プログラムに沿ったタブレット講座

日11月5日～毎週火曜日10時10分～
12時20分（全16回）　対60歳以上　
定12人　費月6000円　所・ ・ 電
話・ファクスで住所・氏名・電話番号・
年齢を明示。あしらねデジタル塾（スー
パーマスダ3階）☎ 7197－3308

農業と太陽光発電を両立！
発電するビニールハウスの開発

日11月10日㈰13時30分～16時30
分　所アビスタ　内農作物栽培に必要
な光である青色と赤色の光を透過し、
栽培に寄与しない緑色の光で発電する
シースルー太陽電池について。講師…
渡邊康之さん（公立諏訪東京理科大学
教授）　定60人　費1000円（高校生
以下300円）　 我孫子サイエンスカ
フェホームページ　 福元☎0297－
82－3070（19時～22時）
芸術文化体験教室　書道（漢字・かな）
日11月11日㈪13時30分～15時30分
講師我孫子市書道連盟　定20人（要申
込）※定員に達しない場合のみ当日14
時まで受付可　所・ ・ 市民プラ
ザ☎7183－2111

ボランティアに役立つ講座
◎シニアのためのコミュニケーション
講座～これであなたも対話上手～
日11月15日㈮13時30分～15時45分
所名戸ヶ谷あびこ病院7階大会議室　

講演・催し たのしもう

▼来る年干支“子
ね

”木目込み講習　12
月7日㈯・14日㈯・15日㈰13時30
分～16時30分。市民プラザ和室。
2500円。 11月5日㈫14時～市民プ
ラザ会議室。 鈴木☎7164－6609
▼おひるねコンサート　11月9日㈯
14時～16時。けやきプラザホール。
バイオリン・ビオラ・チェロ・ギター・
ピアノの演奏とお話。無料。 小段
☎090－7630－0218
▼みんなおいでよ！秋の色探し　11
月10日㈰東我孫子駅10時集合、12時
解散（雨天中止）。谷津ミュージアムで

観察会。30人。200円。 ・ 東葛
しぜん観察会・鈴木☎7182－3067
▼ペットロス相談会　11月12日㈫・
28日㈭13時30分～15時。我孫子南
近セ録音室。ペット・愛犬・愛猫との
死別。思い出を語る。8人。無料。
・ 渡邉☎090－6197－6397
▼オータムコンサート　11月13日㈬
13時開演。湖北地区公民館ホール。
ハンドチャイム、混声合唱、ミュー
ジカル。今年で17回目の公演。無料。
山﨑☎080－6724－7352

▼里芋掘りと芋煮会　11月16日㈯10
時30分～13時30分（雨天中止）。むつ
ぼし第7農園（北新田）。昼食400円、
芋代200円。 ・ 11月13日㈬まで

にむつぼし☎7184－6258
▼きりとも祭　11月17日㈰10時～
14時（雨天実施）。作品展示、販売、
ステージ発表、模擬店など。所・ 社
会福祉法人桐友学園☎7191－5277
▼第25回笛吹きたちのコンサート　
11月17日㈰14時開演。アミュゼ柏。
ジブリ曲集、動物の謝肉祭ほか。1500
円（前売り1200円）、高校生以下1000
円。 高間☎7184－5417
▼エストレーラバレエ第28回発表会
11月17日㈰15時30分開演。白井市
文化会館。「バレエコンサート」、「“ラ・フ
ィユ・マル・ガルデ”ハイライト」。無料。
HP参照。 荒井☎7189－5885
▼俳句句会見学会　11月19日㈫13時
～16時。我孫子北近セ並木。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
▼みんなで楽しく!!ガールスカウト秋
の体験集会　11月23日㈷9時30分～
11時30分。アビスタホール。4歳～

小学生の女子と保護者。上履き持参。
井上☎080－5508－6627

▼市民総合会塾「危機迫る日本、皆で
考えよう勉強会」　11月23日㈷、12月
21日㈯。12時～。アビスタ第4学習室。
無料。講師・ 松木☎070－4417－
7367
▼坐禅の集いと講話　11月24日㈰9
時～12時。龍泉院坐禅堂（柏市泉81）。
静寂の中で心の安らぎを取り戻してみ
ませんか。椅子坐禅可。無料。 東葛
坐禅クラブ・清水☎7139－8918
▼ パソコン 楽 しみ 隊 市 民ICT講 座

「ワードで作る写真入り自分史入門」　
11月26日㈫13時30分～。我孫子南
近セ。写真も取り込み。12人。1500
円。 ・ 桑田☎7184－7758
▼ボランティア活動17周年記念「皆
様と歌いましょう」国定歌謡教室発表
会　11月30日㈯14時～16時。市民
プラザホール。「北上夜曲」「糸」ほか。
国定☎080－5686－2062

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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