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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

〈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

天王台北地区まち協・天王台地区社協
第8回 シニアいきいき講座

日2月23日㈷13時30分～15時40分
所天王台北近隣センター　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。
講師…山口江美さん　定50人（要申
込）　費無料　 ・ 天王台地区社会
福祉協議会☎7183－9009

いっこく堂（腹話術師）も出演
こどもをタバコから守ろう

日2月24日㈪14時～16時　所スター
ツおおたかの森ホール　内受動喫煙
防止に向けた講演など。講師…内田
大学さん（ほたるのセントラル内科院
長）　費無料　 我孫子医師会事務局
☎7188－5525
天王台介護予防教室 バランスウオーキング
日2月27日㈭10時～12時　所近隣
センターこもれび　講師駒崎優さん

（NPO法人ウオーキング研究所）　定
30人（要申込）　費無料　 ・ 天王
台地区高齢者なんでも相談室☎7182
－4100

第27回 卓球講習会
日3月21日㈯中学生の部9時30分～
12時30分、小学生・一般の部13時
30分～16時30分　所市民体育館　内
卓球の技術・戦術など。未経験者・初
心者を対象としたメニューあり　費
1000円（高校生500円、中学生以下
200円）　持卓球用具（お持ちの方）、
室内用運動靴、運動できる服装　 ・

2月28日㈮必着で、氏名・対象区分・
経験の有無・電話番号を明記しはがき・
Eメール。〒270－1158船戸1の6の
10古田岳志☎7128－8607 furuta_
tt@yahoo.co.jp

里山農教室 家庭菜園入門講座
日3月～12月原則土曜日（月3回）8時
30分～12時　所根戸新田　内有機無
農薬による各種野菜・水稲・そば栽
培、里山保全活動の実習など。収穫は
原則全員で分配。講師…遠藤織太郎さ
ん（元筑波大学大学院教授）ほか　対・

イベント
第83回 にっぽんの心を歌う会

歌と踊り新春大会
日2月9日㈰10時30分開演　所けやき
プラザホール　内歌謡曲を歌い踊る。
歌と踊りで「音頭」を三曲。出演…会
員および有志。被災地（千葉県）への
募金あり　 阿部☎090－8081－
7827

我孫子吹奏楽団 第31回定期演奏会
日2月16日㈰14時開演　所けやきプ
ラザホール　内「マンハッタン交響曲」

（ランサン）、「パリのアメリカ人」（ガー
シュイン）、映画音楽ほか。出演…近
藤裕明さん（指揮）　費700円（中学・
高校生400円、小学生以下無料）
・ 中村☎080－3472－8420

我孫子ギターサークル20周年記念コンサート
日2月29日㈯14時開演　所けやきプ
ラザホール　曲目「ペルシャの市場に
て」「アルハンブラの思い出」ほか　費
無料　 秋元☎7184－4518

講演・講座・教室 
体の不調の何割かは配偶者が原因？

夫源病・妻源病の治し方
日2月16日㈰14時～16時　所ホテル
ザ・マンハッタン（千葉市）　講師石
蔵文信さん（医師）　定200人（託児・
手話通訳あり）※応募者多数の場合は
抽選　費無料　 ・ 2月5日㈬まで
に千葉県男女共同参画課DV対策班☎
043－223－2376

地域共生社会づくりを考える
事例をもとに我孫子の福祉を知る

日2月6日㈭13時30分～16時　所市
民プラザ　定先着100人　費無料　

吉田☎7181－0556
いきいき講座 認知症に

ならないために なったらどうする
日2月8日㈯14時～16時　所根戸近隣
センター　講師杉原浩さん（北柏リハ
ビリ総合病院院長）、溝井由子さん（認
知症認定看護師）　定先着80人　費無
料　 ・ 根本☎7182－0232

中国の家庭料理「水餃子」
日2月20日㈭10時～　所アビスタ調
理室　内皮から作る水餃子、白菜の炒
めもの、卵とトマトの炒めもの、も
やしのあえ物。講師…張華さん　定
18人※応募者多数の場合は抽選　費
1000円　持エプロン、三角巾、布巾
2枚、筆記用具　 ・ 2月15日㈯ま
でにファクス・Eメール。我孫子市国
際交流協会（AIRA）☎7183－1231
7183－2005 info@e-aira.jp

春休みジュニアスキー教室
日3月19日㈭市役所20時～22日㈰
所山形県蔵王温泉スキー場　対・定小
学3年生以上の方、先着40人　費4万
6000円（高校・大学生4万1000円、
中学生3万6000円、小学生3万1000
円）※別途リフト券・昼食・レンタル
代　 ・ 2月15日㈯必着で、はがき
に住所・氏名・性別・学年・生年月日・
電話番号を明記。〒270－1175青山
台4の16の12西澤範子☎090－2657
－3109
外国人材の受け入れに関する制度説明

日2月17日㈪13時30分～15時　所
松戸商工会議所　定先着50人　費無
料　 ・ 申込書（ホームページか
らダウンロード可）をファクス。ハ
ローワーク松戸☎047－367－8609

（46#） 047－367－8649

定有機無農薬での野菜作りに興味があ
り里山保全に関心のある方、先着30
人　費9000円（年会費など含む）　◎
事前説明会　日3月14日㈯9時～11
時　所根戸城址（根戸1349）　 ・
2月29日㈯までにNPO法人手賀沼ト
ラスト・富澤☎090－2234－5610
takashifumiko@kvd.biglobe.ne.jp

普通救命講習Ⅰ
日3月7日㈯9時30分～12時30分　所
布佐南近隣センター　内成人に対する
心肺蘇生法とAEDの使い方など※救
命技能適正と認められた方には修了証
を交付　対・定市内在住・在学・在勤
の小学5年生以上の方、先着30人（要
申込）　費無料　 ・ 2月17日㈪～
消防本部警防課☎7181－7701

募集 
違反広告物除去ボランティア

期間4月1日～令和4年3月31日　内法
令に違反して道路上に掲出された立て
看板・はり紙・はり札などの除去。登
録後講習会開催　対◎サポーター…
市内在住・在学・在勤で20歳以上の
方◎サポート団体…活動の中心が市
内で、市内在住・在学・在勤の20歳
以上の方2人以上で構成される団体　

・ 2月21日㈮必着で必要書類（都
市計画課〈市役所東別館1階〉・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）を郵送・
持参・Eメール。〒270－1192市役
所都市計画課景観推進室（住所省略
可）・内線574 keikan@city.abiko.
chiba.jp

令和2年度 千葉県生涯大学校学生
募集期間2月10日㈪～28日㈮　対仲
間づくり・生きがいづくり・社会参加
に興味がある60歳以上の方　願書配
布場所高齢者支援課、各行政サービス
センター、県ホームページ※郵送希
望者は140円切手を貼った返信用封筒

（角2）を同封　 ・ 〒260－0801
千葉市中央区仁戸名町666の2千葉

講演・催し たのしもう

▼講演と朗読 革新懇新春のつどい
2月8日㈯13時45分開場、14時開演。
市民プラザホール。講演「真実を報道
し、平和・人権を守るマスメディアに」。
講師…永田浩三さん。無料。 中村☎
090－3964－3111
▼講演会「どうなる道徳 どうする道
徳」　2月8日㈯14時30分～16時30
分。千葉県弁護士会松戸会館。100人。
無料。 東葛総合法律事務所友の会・
村山☎047－367－1313
▼ペットロス相談会　2月10日㈪・14
日㈮・21日㈮・25日㈫・28日㈮13時

～15時。我孫子南近セ8階。愛犬愛猫
との死別。思い出を語る。10人（当日
参加可）。無料。 ・ 渡邉☎090－
6197－6397
▼iCloudとiTunes（iPadなどの写真文
書のクラウドや音楽のPC連携など）　
2月15日㈯10時～12時30分・20日㈭
14時～16時30分。市民プラザ会議室2。
1500円。テキストは会計後メール送付。

今泉☎090－4715－2905
▼尺八＆琵琶 音夢の会発表会　2月
15日㈯12時30分開演。けやきプラザ
ホール※例年と開催場所を変更。市内
在住の坂田梁山さん・美子さんの門下
生による発表会。無料。 久保田☎
090－1618－8951

▼第42回 歌声喫茶・カリンカ　2月
17日㈪14時～16時。我孫子北近セ並
木。アコーディオンの伴奏でみんなで
歌います。500円。 小平☎7189－
3996
▼俳句句会見学会　2月18日㈫13時
～16時。我孫子北近セ並木。初心者
大歓迎。結社を問わず、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
▼美地とバクの我孫子歌おう会　2月
20日㈭、3月13日㈮13時30分～。け
やきプラザ。リクエストを取りピアノ
伴奏でみんなで歌います。1000円。

こさか☎090－7716－1417
▼志賀直哉「雪の日」を巡って　2月
22日㈯14時～16時。アビスタ第2学
習室。昔の地図でたどり、楽しく語り
ます。講師…村上智雅子さん。300円。

我孫子の文化を守る会・佐々木☎
7185－0675

▼県生涯大学校陶芸卒業記念作品展
2月28日㈮～3月2日㈪10時～17時

（最終日は16時まで）。流山市生涯学
習センターギャラリー（TX流山セント
ラルパーク駅から徒歩3分）。 大山☎
7182－3890
▼冷えとり勉強会　3月1日㈰14時～。
我孫子南近セホール。冷えとりの基本
と春の養生。好評で14回目。先着35人。
500円（要申込）。 かおり鍼灸院・酒
井☎090－3539－4126
▼健康セミナー　3月7日㈯13時30分
～。千葉大学柏の葉キャンパス。漢方
薬服用のコツ、女性を元気にする漢方
治療。先着130人（要申込）。200円。

・ 2月7日㈮～千葉大学柏の葉診
療所☎7137－8471
▼おもちゃドクター養成講座　4月18
日㈯・19日㈰。近セこもれび。毎週
㈬に開院中。事前見学可。先着8人。
3000円（教材費）。 福岡☎7188－

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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