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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

王台地区社会福祉協議会☎7183－
9009

認知症啓発講演会
「ペコロスの母の贈り物」

日3月26日㈭13時30分～15時30
分　所けやきプラザホール　内介護体
験など　講師岡野雄一さん（漫画家）　
定300人　費無料　 ・ ふれあい
プラザ☎7165－2886
私とあなたを癒すセルフマッサージ

日3月27日㈮10時～11時30分　所ア
ビスタホール　講師フレアス在宅マッ
サージ　対市内在住の65歳以上の方、
家族などの介護をしている方　定50
人（要申込）　費無料　 ・ 我孫子
南地区高齢者なんでも相談室☎7199
－8311

新木地区まち協・湖北地区社協
新木シニア楽々講座

日3月28日㈯13時30分～16時　内講
座「認知症について知ろう」、健康体
操。講師…山口江美さん　定50人　
費無料　所・ ・ 新木近隣センター
☎7188－2010

硬式テニス講習会
日4月4日㈯・11日㈯・18日㈯・25
日㈯9時30分～11時45分※予備日29
日㈷、5月2日㈯　所市民体育館テニ
スコート　対市内在住・在学・在勤の
小学4年生以上（初心者歓迎）　定30
人　費2000円（全4回）　持ラケット

（貸し出し可）、テニスシューズ　 ・
3月29日㈰までにEメールに住所・

氏名・年齢・電話番号を明記。我孫子
市テニス連盟・北村☎090－2524－
5214 info@abkta.main.jp

湖北地区公民館（コホミン）講座
◎呼吸で健康！練功十八法（前段）
日4月10日～7月31日の金曜日15時
30分～16時30分（全12回）　内音や

イベント  
布佐地区社協まつり

日3月8日㈰10時～15時　所近隣セン
ターふさの風　内健康コーナー（各種
測定・保健師相談ほか）、ステージ（上
野かづみショー・ビンゴゲームほか）、
餅つき（無料配布）　費無料　 布佐
地区社会福祉協議会☎7189－2119

春蘭展
日3月14日㈯9時～16時、15日㈰9時
～15時　所手賀沼フィッシングセン
ター　内日本春蘭・中国蘭・韓国蘭ほ
か　費無料　 我孫子東洋蘭友の会・
秋坂☎7188－2339
柏ジュニアストリングオーケストラ
第37回定期演奏会「眠れる森の美女」
日3月15日㈰13時30分開演　所柏市
民文化会館　内ビバルディ「冬」、「ラ
イオンキング」ほか　費無料　 石田
☎7139－6069

お洒
し ゃ れ

落で笑って心もはずむ、
こんなジャズが聴きたかった！ 

日3月29日㈰14時～16時　出演ダイ
ナマイト・ミキさん（ピアノ・ボーカ
ル）、山本太郎さん（クラリネット）ほ
か　定190人　費前売り1000円（当
日券がある場合1200円）　所・ ・

市民プラザ☎7183－2111
ベートーベンの室内楽はいかが？Ⅰ

日4月18日㈯14時開演　所アミュゼ
柏　内弦楽四重奏曲第5番、ピアノ三
重奏曲「大公」　費2000円（5歳未満

不可）　入場券販売所軽喫茶ぽぽら、
チケットぴあほか　 柏市音楽家協
会・坂本☎090－8565－0978

講演・講座・教室  
春休みなぎなた体験教室

日3月27日㈮9時30分～11時30分、
29日㈰9時～11時　所市民体育館武
道場　内礼から基本技まで親子で体験
対6歳～18歳の子どもと保護者（子ど
ものみでも可）　定5組　費1組500円

（子どものみ300円）　持飲み物　 ・
3月18日㈬までにEメールで住所・

氏名・年齢・電話番号を明記。なぎな
た連盟・中村☎090－1253－2996

（SMS可) kn.antar@gmail.com
取手グリーンスポーツセンター

第1期（4月～7月）定期教室
内大人向け教室（ヨガ・キックボクシ
ングなど）、子ども向け教室（水泳・
体操・バレエなど）※詳しくはホーム
ページをご覧ください　 ・ 3月
19日㈭必着で往復はがき。〒302－
0032取手市野々井1299取手グリー
ンスポーツセンター☎0297－78－
9090※ホームページからも申込可

こもれびまち協･天王台地区社協
第54回シニアいきいき講座

日3月22日㈰13時30分～15時40分
所近隣センターこもれび　内ミュー
ジックフープ健康体操＆ヘルスリズム
ス、ティータイム座談会　費200円　
定50人　 ・ 3月19日㈭までに天

カウントに合わせ、どこでも気軽に
できる呼吸体操　定30人　費7000円

（テキスト代込み）　持動きやすい服
装、室内用運動靴、タオル、飲み物　
所・ ・ 湖北地区公民館☎7188－
4433※ホームページからも申込可

募集  
第23回さわやかな環境づくり賞

表彰候補者
対ポイ捨てごみの回収や清掃、資源の
リサイクルなど5年以上積極的に活動
している方※選考の上5月に表彰　
・ 3月23日㈪消印有効で、はがきに
推薦する個人（団体）名、活動内容、
推薦者の住所・氏名・電話番号を明記。
〒270－1121中峠2264クリーンセ
ンター☎7187－0015

会計年度任用職員
◎ICT教育支援員
任期原則4月6日～（学期ごと）　勤務
日時原則平日8時～12時（週5日・20
時間）※勤務時間は各校と調整　勤務
場所①湖北中学校区②布佐中学校区　
対ICT機器の活用・設定に精通してい
る方　定各1人　報酬時給1040円　

・ 3月31日㈫17時必着で登録申
込書（市ホームページからダウンロー
ド可）を本人が持参。教育委員会指導
課（水道局4階）☎7185－1367
◎障害福祉支援課 産休代替職員
任期5月8日～令和3年3月31日　勤務
日時平日9時～17時（週5日）　内障害
者の相談・事務・認定調査など　対社
会福祉士、精神保健福祉士、相談支援
専門員いずれかの有資格者　定1人　
報酬時給1310円～（社会保険加入）　
勤務場所・ ・ 4月6日㈪17時必着
で登録申込書・資格証の写しを郵送・
持参。〒270－1192市役所障害福祉

講演・催し たのしもう

▼ペットロス相談会　3月5日㈭・6日
㈮・9日㈪・16日㈪・31日㈫13時～、
26日㈭9時～。我孫子南近セ8階。愛
犬愛猫の思い出を語る。10人。無料。

・ 渡邉☎090－6197－6397
▼あびショップ　3月6日㈮10時～18
時、7日㈯10時～17時。イトーヨー
カドー我孫子南口店エントランス。手
作り品・雑貨・木工・クッキーなどの
販売。 阿部☎090－8745－3298
▼あびこ市歩こう会「利根運河を歩
く」　3月8日㈰8時50分常磐線快速我
孫子駅発、野田線運河駅下車。小雨実
施。10㎞ ウオーク。昼食持参。300円。

鈴木☎090－1404－7463
▼市民総合会塾 速報「コロナウイル
スの正確な知識と対応について」　3

月8日㈰・4月19日㈰12時～14時30
分。アビスタ。無料。講師・ 松木
☎070－4417－7367
▼第10回つくし野麒

き

麟
り ん

太鼓春の発表
会　3月8日㈰13時30分～。つくし野
コミュニティホール。青年和太鼓チー
ムによる河童音頭、ぶち合わせほか。
無料。 新田谷☎7183－0586
▼日本の民踊を楽しく踊りましょう　
3月9日㈪13時30分～16時。我孫子
南近セ。公認資格指導者による初心者
にも分かりやすい講習。軽装で。無料。

松田☎090－4079－3403
▼我孫子吟詠会「詩吟講習会」　3月
14日㈯13時～16時。湖北台市民セン
ター。2人の女性指導者が優しく指導。
初心者歓迎。無料。 小泉☎7187－
6181
▼春の初心者向けバードウオッチング
3月15日㈰10時～11時30分。北千

葉導水ビジターセンター集合（柏市）。
要申込。無料。 ・ 新松戸造園☎
070－4489－7003
▼日本の再生を語る会：賃金はなぜ上
がらないのか　3月15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。300円。 上原
☎070－5541－7855
▼歌声クラブ　3月16日㈪10時～11
時30分。湖北地区公民館。プロのソ
プラノ歌手によるボイストレーニング
あり。600円。 稲吉☎090－4027
－6903
▼ピアノでつづる「ウィーンよもやま
ばなし」　3月17日㈫15時～。アミュ
ゼ柏。1500円（小学生以下無料）。
T
てぃ

企画部・井ノ上☎047－342－3189
▼クラシックバレエ無料体験会　3月
22日㈰10時30分～12時。エストレー
ラバレエ布佐スタジオ。現役バレエダ
ンサーのレッスンを体験。3歳～。
・ 荒井☎7189－5885（HP参照）
▼我孫子市囲碁連盟「初段を目指す講
座」　4月～9月、月3回㈪10時～12
時。日本棋院湖北碁苦楽支部（東京事
務器前）。25人。 ・ 3月25日㈬ま
でに山口☎7185－4176

▼親子で楽しくプログラミング　3月
30日㈪13時30分～。我孫子南近セ。
Scratchを体験。小学生以上。保護者
同伴。10人。1500円。 ・ パソ
コン楽しみ隊・島田☎7185－8821
▼中高年から始めるらくらくピアノ無
料体験会　4月2日㈭13時30分～15
時。我孫子南近セ録音室。グループで
キーボード練習。7人。 三好☎080
－2090－0871

会員・仲間募集 やってみよう

▼活
い き

々
い き

シニア体操「AZU」　毎月第1・
3㈪13時30分～。湖北地区公民館。
1回500円。 高橋☎090－5319－
4601
▼舞

ま い

夢
む

我孫子社交ダンスサークル　3
月2日～毎週㈪18時～20時。アビス
タ。ワルツ・ルンバ・タンゴを中心に
ベーシックレッスン。月4000円。
北原☎7183－5245
▼英会話「エコー」　第2・4㈪9時45
分～11時45分。湖北台近セ。中級。
女性外国人講師。若干名。月3000円。

河出☎7188－3848
▼布佐南タグラグビークラブ　毎週
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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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