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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

講演・催し たのしもう

▼阿良木ビーズ織教室作品展　1月16
日㈭〜19日㈰10時〜19時（初日13時
〜、最終日18時まで）。パレット柏市
民ギャラリー。無料。ビーズ織を学ん
で30余年、門下生の集大成をご覧く
ださい。 向山☎︎7131−3316
▼日本の再生を語る会：社会保障財
源論と消費税　1月19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。スウェーデンにお
ける日本語教育。300円。 上原☎︎
070−5541−7855
▼ペットロス相談会　1月20日㈪10
時〜・31日㈮13時〜。我孫子南近セ
録音室。愛犬愛猫との死別。ペットロ
スカウンセラーと思い出を語る。8人。

当日参加も可。無料。 ・ 渡邉☎︎
090−6197−6397
▼歌声クラブ　1月22日㈬、2月28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。あなたも一緒
に歌いませんか？ 500円。 稲吉☎︎
090−4027−6903
▼市民総合会塾「日本の民主主義を守
ろう」　1月26日㈰、2月16日㈰12時
〜14時30分。アビスタ。無料。講師・

松木☎︎070−4417−7367
▼市民ICT講座「You Tubeで好きな
音楽を楽しもう」　1月29日㈬13時
30分〜。我孫子南近セ第1会議室。
12人。1500円。好きな音楽をダウン
ロード。 ・ パソコン楽しみ隊・郡
司☎︎7184−4654
▼吹矢体験会　2月1日㈯・8日㈯14時

〜16時。天王台北近セ。100円（マウ
スピース代）。 ダーツ1010ABIKO・
柴田☎︎090−4724−7957
▼中村天風の教えを学ぶ 第6回講演会
2月2日㈰9時30分〜。我孫子南近セ
第1会議室。潜在能力発現法、身体の
活かし方。30人。300円。 明るく
元気に活きる会・勝又☎︎080−1252
−0308
▼タンゴのベーシックフィガーをもう
一度練習　2月2日㈰15時〜（5月まで
の毎週㈰）。布施近セ（柏市）。タンゴ
の踊れる方。1回500円。 社交ダン
ス日曜会・町田☎︎7184−9559
▼簡単なベストを編んでみましょう　
2月4日㈫・19日㈬12時30分〜14時
30分。アビスタ。メリヤス編みだけ
で編込模様が現れる糸を使用。4410
円（材料費のみ）。要申込。 ・ 松
元☎︎7185−2714

会員・仲間募集 やってみよう

▼湖北ファミリークラブ（硬式卓球）　
毎週㈰13時〜16時。湖北小体育館。

コーチ指導あり。和やかに楽しく練
習。見学・体験自由。入1000円。年
4000円。 山﨑☎︎7185−5108
▼レクダンスサークル「AZU」　毎月
第1・3㈪9時30分〜11時30分。湖北
台近セ。音楽に合わせて踊りを楽しみ
ながら脳トレ。見学歓迎。1回500円。

高橋☎︎090−5319−4601
▼英会話サークル　毎週㈬10時〜12
時。市民プラザ。日常生活や世の中の
出来事について、女性講師を交えて少
人数で和気あいあいとおしゃべりを楽
しみます。高校初級程度。月3250円。

鈴木☎︎7139−6678
▼はがき絵で楽しみましょう　毎月第
1㈭9時〜12時。根戸近セ小会議室。
季節の花々・小動物・年賀状など、年
間通じて楽しく行う。初心者歓迎。
高野☎︎7149−8031（17時以降）
▼岳人あびこ　健康で山歩きのでき
る70歳未満の方（面談の上決定）。入
3000円。年9000円（保険料別途）。
活動内容はHP参照（ http://www.
gakujin-abiko.com）。 ・ 2月9日
㈰までに大畠☎︎090−1406−2624

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

までに電話･ファクス・窓口で住所・
氏名・電話番号を明示。天王台地区社
会福祉協議会☎︎ 7183−9009

我孫子サイエンスカフェ
日1月26日㈰13時30分〜16時30分
所我孫子南近隣センター　内国際宇宙
ステーションへの参画初期から、建
設、実運用まで　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）

湖北地区公民館（コホミン）講座
◎千葉伝統の技「太巻きまつりずし」
日2月9日㈰13時〜15時　講師川合美
津子さん（元学校栄養士）　定20人※
応募者多数の場合は抽選　費800円　
持エプロン、三角巾、布巾2枚、まき
す（大・小）、持ち帰り用容器、筆記
用具　所・ ・ 1月26日㈰までに湖
北地区公民館☎︎7188−4433※ホー
ムページからも申込可

第7回千葉県東葛地区人権サミット
日2月5日㈬18時〜20時　所スターツ
おおたかの森ホール　内認知症と人権
定450人　費無料　 ・ 1月29日㈬
必着で住所、氏名、年齢、電話番号、
要約筆記・手話通訳の希望を明記し郵
送・ファクス。〒277−0081柏市富
里1の1の1M＆Rビル3階NPO法人人
権ネットワークPEaCE21☎︎7166−
2625 7165−0723

第14回子どもの発達シンポジウム
日2月1日㈯13時〜17時　内胎児期か
ら新生児期の環境が及ぼす心の発達　
定100人　費無料　所・ 聖徳大学

（児童学研究所）☎︎047−365−1111
市史研 古文書解読講座

日2月21日㈮・28日㈮、3月6日㈮
･13日㈮9時30分〜11時30分　所け
やきプラザ7階研修室　定55人（要申
込）　費2000円（会員1000円）※全4
回分　 2月7日㈮必着で往復はがき・

イベント  
我孫子市バドミントン連盟

第28回シングルス大会
日2月2日㈰8時30分〜　所市民体育
館　種目男子1部〜4部、女子1部・2
部　対男子1部・2部と女子1部はオー
プン、男子3部・4部と女子2部は市内
在住・在学・在勤の方または連盟会員　
定100人（うち男子2部は38人）※団
体（学校含む）からの同一ランクへの申
し込みは8人まで（強者順に記入）　費
1500円（連盟会員1000円）　 ・ 1
月22日㈬までにEメールに大会名・種
目・住所・氏

ふ り が な

名・性別・学生は学校名
を明記。望月☎︎090−4013−1750
abiko.singles28@gmail.com

我孫子市民ゴルフフェスタ
（兼県民大会代表選考会）

日3月3日㈫※荒天中止　所我孫子ゴ
ルフ倶楽部　内18ホール（新ぺリア方
式）　対・定市内在住の方、80人※応
募者多数の場合は抽選　費3000円※
別途プレー費約1万8000円　 1月
23日㈭必着で往復はがきに大会名・
郵便番号・住所・氏名（連名不可）・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

あびとく販売会
日1月31日㈮10時50分〜11時50分
所アビイクオーレ1階エントランス

（イトーヨーカドー我孫子南口店）　内
中学部の作業学習製品販売　 我孫
子特別支援学校☎︎7187−0831

柏市民吹奏楽団 第61回演奏会
日2月2日㈰15時開演　所柏市民文化
会館　曲目「ラプソディ・イン・ブ
ルー」、交響詩「魔法使いの弟子」ほか　
費無料　 山口☎︎090−3516−8288

第18回懐かしの映画ポスター展
昨年星になったスターたち

日2月4日㈫〜13日㈭9時〜18時（最
終日は16時まで）　所アビシルベ　内
市原悦子、萩原健一、八千草薫など約
30点　費無料　 懐かしの映画ポス
ター友の会・吉澤☎︎7184−2856

市長杯争奪囲碁大会
日2月9日㈰10時〜　所市民プラザ　
内段位・級位による7クラスのトー
ナメント戦　費1000円（小・中学生
500円）　 我孫子市囲碁連盟・川村
☎︎090−2648−7519

村上巖 ピアノリサイタル
日3月7日㈯14時開演　所けやきプラ
ザホール　内「ロンド」「悲愴」「月光」
ほか　費2500円（前売り2000円）　
入場券販売所軽喫茶ぽぽら、ブックマ
ルシェ我孫子店、東京事務器、写真
のおちあい　 ふれあい塾あびこ☎︎
080−1364−0371

講演・講座・教室  
こもれびまち協･天王台地区社協

第53回シニアいきいき講座
日1月26日㈰13時30分〜15時40分
所近隣センターこもれび　内講座「介
護サービスのいろいろ」、ミュージッ
クフープ健康体操＆ヘルスリズムス　
定50人　費無料　 ・ 1月24日㈮

Eメールに郵便番号・住所・氏名・電
話番号を明記。〒270−1151本町3
の1の2けやきプラザ市民活動ステー
ション内市史研究センター gasonsi
@jcom.home.ne.jp　 品田☎︎7182
−1861

Mamaのマイタイム
ママ主催イベントの作り方

日2月8日㈯13時〜15時　内座談会、
スマホでポップ作り　定10人　費無
料　所・ ・ 市民活動ステーション

（けやきプラザ10階）☎︎7165−4370
比較言語文化意味論シンポジウム

日2月8日㈯13時〜16時　内各文化圏
における死生観とその言語　定100
人　費無料　所・ 聖徳大学（知財戦
略課）☎︎047−365−1111

募集  
シルバー人材センター（正規職員）

職種一般事務※4月1日採用　対平成
元年4月2日以降生まれで、自動車運
転・パソコン操作が可能な高校卒業以
上の方（見込み可）　定1人　給与16
万7535円以上　選考1次（適性検査・
小論文）、2次（面接）　 ・ 1月20
日㈪〜31日㈮必着で「採用試験申込
書（兼履歴書）」を持参・郵送。〒270
−1121中峠2607 我孫子市シル
バー人材センター☎︎7188−2200

こどもをたばこから守ろう！
標語（スローガン）

テーマ子どもをたばこから守るための
禁煙、無煙、受動喫煙の標語　対市内
在住・在学・在勤の方　表彰最優秀賞、
優秀賞、児童生徒賞など　 ・ 1月
31日㈮必着ではがきに標語（1人3点
まで）・住所・氏名・年齢・電話番号・
会社名または学校名・学年を明記。〒
277−0004柏市柏下65の1東葛北部
5医師会受動喫煙防止標語募集事務局

（柏市保健所健康増進課内）☎︎7167−

http://www.gakujin-abiko.com
http://www.gakujin-abiko.com
mailto:abiko.singles28@gmail.com
gasonsi@jcom.home.ne.jp
gasonsi@jcom.home.ne.jp
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