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〈ご利用ください〉▶防災行政無線放送テレホンサービス（放送内容の確認）☎0120－031－676　放送後約1時間経過または次の放送がされた場合は、情報が
入れ替わります。 ▶災害専用電話（台風や大雨で災害が発生したとき）☎7185－1743

令和2年度 市民文化講座生を募集
期間　4月〜令和3年3月

　全国の小・中・高校生から夢いっぱいの作品159編の応募がありまし
た。審査の結果、下表のとおり受賞作品が決定しました（氏名は敬称略）。

第18回我孫子市めるへん文庫
受賞作品が決定！

表彰式　2月23日㈷午前10時～　場所　市民プラザホール
審査員　長縄えい子さん（絵本作家・画家）、横山
悦子さん（児童文学作家）
◎めるへん文庫原画展
期間　2月22日㈯～25日㈫午前10時～午後5時
場所　市民プラザギャラリー　

　教育委員会文化・スポーツ課☎7185－1601

席次 作品名（小学生の部） 氏名 学年 市町村
1席 リモコン 増田陽菜乃 6 我孫子市
3席 淋しさと桜の花びら 藤村　　桃 6 我孫子市
3席 私の力強い言葉－みんなのおきて－ 森川　百華 6 我孫子市
3席 オニ 常山　拓幹 3 我孫子市
席次 作品名（中学生の部） 氏名 学年 市町村
1席 黄昏の音料理 高橋　季成 3 我孫子市
2席 緊急出動～アニマルドクターヘリ～ 赤津沙耶花 2 我孫子市
3席 友達終了まで一週間 董    時 瑩 2 我孫子市
3席 僕と蝶 高岡日向子 2 我孫子市
3席 分身（連作その一） 栗原　　優 2 柏市
3席 赤いベベの女の子 中野アメリ 2 我孫子市
3席 リリーの薬屋さん 斉藤　葉月 1 我孫子市
3席 自分から 深井　菜央 2 我孫子市
3席 夏休みの神様 小林　来未 2 我孫子市
3席 ぬいぐるみの世界へようこそ 綿引　　楓 3 我孫子市
3席 福竜 須之内ゆり 3 我孫子市
3席 あの夢の中で 今川　真花 3 我孫子市
席次 作品名（高校生の部） 氏名 学年 市町村
1席 脇役なんて。 大宮　純音 2 千葉市
2席 千年桜 和田　優姫 1 我孫子市
3席 春を奏でる 村本　小春 2 我孫子市

賞 作品名 氏名 学年 市町村
古登正子賞 春を奏でる 村本　小春 高2 我孫子市

対象　市内在住・在勤で連続して受講できる18歳以上の方（子連れ
不可）
時間　①午前9時30分～11時30分②午後0時30分～2時30分③午
後6時30分～8時30分  
受講料　月額2000円※講座によりテキスト代・材料代などあり
申込方法　3月10日㈫必着で往復はがきに郵便番号・住所・氏

ふ り が な

名・年齢・電話番号・
講座名・受講場所・受講日・講師名を明記。〒270－1138下ケ戸285我孫子市民
文化講座連合会会長 染谷卓※応募者多数の場合は抽選

　各講師へ　※複数申込可。応募者が5人未満の講座は開講しない場合あり。場
所は都合により変更する場合あり。
場
所 講座名 団体 受講日 開講

時間 内容 定員
（人） 講師名 電話

番号

ア
ビ
ス
タ

フラ
ダンス

我孫子市ALOHA
協会

第1・
3㈬ ① フラダンスの初歩 20 荻 原　静江

090－
3401－
0434

クラシッ
クバレエ

我孫子市芸術舞踊
協会

第2・
4㈬ ①

ストレッチなどで動
きやすい体を作りな
がらバレエの基礎

15 大森真由美 7183－
1638

アルゼ
ンチン
タンゴ

我孫子アルゼンチ
ンタンゴ協会

第1・
3㈪ ③

基本の歩き方から簡
単振付のある「ラ･ク
ンパルシータ」まで

20 奥谷けい子
090－
9335－
9567

日本
舞踊 我孫子日本舞踊協会 第1・

3㈫ ② 日本舞踊を基礎から
楽しく稽古 15 藤間恵太朗 7183－

9319

ポタリ―
アート 我孫子市手工芸連盟 第2・

4㈫ ②
白の素焼きの陶器に
ブルーとカラーで絵
付。皿、カップなど

10 神 蔵 よし子 7187－
3292

書道
かな 我孫子市書道連盟 第1・

3㈭ ① かなの初歩（漢字も
少々） 20 犬 塚　玉章 7188－

5517

水彩画 我孫子市美術家協会 第2・
4㈫ ① 水彩画の初歩 20 石井　良 道 7184－

8159

囲碁 我孫子市囲碁連盟 第1・
3㈭ ① 初めての囲碁 25 山 口　　 宏 7185－

4176

湖
北
地
区
公
民
館（
コ
ホ
ミ
ン
）

裏千家 
茶道　 我孫子市茶道連盟 第1・

3㈯ ① 茶道の初歩 15 村上　宗 展 7182－
6037

池坊い
けばな 我孫子華道連盟 第1・

3㈭ ①
四季折々花と語り合
うひとときを楽しむ
(初歩から、男･女不問)

15 下村百合枝 7184－
3389

七宝焼 我孫子市手工芸連盟 第1・
3㈫ ① 七宝焼の基礎 15 荻 野　紀子 7188－

0968
きもの
着付け 我孫子きもの教育協会 第1・

3㈭ ① 普段着から礼装まで､
自分で着る着付方法 20 田 中 やす子 7182－

4860

短歌 我孫子市短歌連盟 第1・
3㈪ ① 短歌の初歩。作り方

から鑑賞の仕方まで 20 池 田　 弓子 7184－
8899

俳句 我孫子市俳句連盟 第1・
3㈮ ② 俳句の初歩。句会を

中心に楽しく 15 小俣たか 子 7182－
9234

書道　
漢字 我孫子市書道連盟 第1・

3㈬ ① 漢字の初歩 20 竹 内　水 香 7139－
3456

水墨画 我孫子市美術家協会 第2・
4㈬ ② 水墨画の初歩。花や

木を描く 15 小宮山利子 7106－
1379

謡曲
観世流 我孫子市謡曲連合会 第1・

3㈫ ① 初心者･初期経験者
に観世流謡曲指導 10 原 澤　正 宏

090－
7735－
6224

詩吟 我孫子市吟詠連盟 第1・
3㈬ ① 詩吟の初歩 10 清 田　国 峰 7100－

2766

　地域の大人と子どもの交流や学習などを支援するため、小学校の空き
教室を開放しています。
期間　4月1日～令和3年3月31日※年末年始は除く　　
学校名・使用時間
我孫子第一小（1教室）
湖北台西小（1教室）
湖北台東小（2教室）

9時～13時、13時～17時、17時～21時

高野山小（1教室）
布佐小（1教室）

月～土曜日18時～21時
日曜日9時～13時、13時～17時、18時～21時

費用　4時間ごとに100円※4時間未満も含む
条件　駐車場使用不可、禁煙、政治・宗教・営利活動禁止など

・ 　2月4日㈫～19日㈬までに申請書（アビスタ2階生涯学習課で配
布）を持参。教育委員会生涯学習課☎7182－0511
※地域交流教室は公民館や近隣センターなどの公共施設と使用内容が異
なります。詳しくはお問い合わせください。

地域交流教室 年間使用の申込開始

長寿大学 47期生募集
　

　楽しく学んで仲間をつくり、あなたの力を地域にいかしませんか！
日時　4月～4年間※原則月2回木曜日午前9時50分～午後2時30分
場所　湖北地区公民館（コホミン）ほか
内容　健康・福祉、歴史・文化、校外研修、地域活動、大学祭など（年23回程度）
対象・定員　市内在住の昭和30年4月1日以前に生まれた方で、4年間継続して自力
で学習活動に参加でき、県の生涯大学校に在籍していない方（予定を含む）、54人
※応募者多数の場合は抽選
費用　年額6000円（別途実習費あり）

・ 　4月1日㈬必着で、はがき・ファクス・ちば電子申請サービスに「長寿大学
希望」・住所・氏名・性別・生年月日・電話番号を明記。〒270－1147若松26の
4我孫子地区公民館☎7182－0511 7165－6088、長寿大学事務局☎7170－
2511（火・木・金曜日）

山遊亭金太郎（我孫子市ふるさと大使）をしのぶ一門会
　令和元年9月17日に逝去された山遊亭金太郎師匠
をしのび、落語会を行います。どなたでも参加でき
ます。お気軽にお越しください。
日時　3月14日㈯午前11時～午後3時
場所　鈴木屋（寿1の10の21）
出演　桂南なん、桂小南、山遊亭くま八、桂小すみ

（敬称略）ほか
定員　先着80人　
費用　3000円（弁当・お茶付き）

・ 　落語わいわい亭・深山☎090－3102－8070
▲故山遊亭金太郎師匠
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