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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

講演・催し たのしもう

▼屋根外壁塗装・雨漏り対策講座　3
月29日㈰14時30分～。市民プラザ会
議室1。東葛地域のリフォーム会社の
中から納得できる1社の見極め方。15
人。無料。 （一社）住まいの研究所・
戸塚☎0120－721－602
▼デジタル終活－自らの死後にPCや
スマホも備えていますか？　4月2日
㈭または5日㈰14時～16時（2時間）。
市民プラザ3階会議室2。1000円。テ
キストは会計後メール送付。 今泉☎
090－4715－2905
▼野

の

点
だ て

・ボーイスカウトと茶道体験　
4月5日㈰9時30分～12時。雨天中止。
湖北台中央公園。桜の花の下で抹茶と
お菓子を満喫。5歳～小学生（保護者
同伴）。50人。無料。 ・ 我孫子第
2団・荻野☎080－2386－3669

▼東葛しぜん観察会　4月12日㈰10
時～12時30分。利根運河、理窓会記
念自然公園。春の動植物と日本の土木
遺産・利根運河を観察。30人。200円。
飲み物、あれば双眼鏡・虫眼鏡持参。

・ 木村☎7154－3337
▼らくらくピアノ無料体験会　4月30
日㈭10時～11時30分。市民プラザ会
議室2。キーボードでピアノの弾き方
を気軽にグループ練習。初めての方
大歓迎。要予約。 ・ 藤田☎090－
1765－3692

会員・仲間募集 やってみよう

▼NPO法人パソコン楽しみ隊　学校
PC教育支援、PC講座、HP制作などの
活動をしてみませんか。入会説明会…
4月6日㈪13時～16時、けやきプラザ
10階会議室。入1500円。年1500円。

丹内☎7184－5070

▼我孫子ゲートボールクラブ　毎週㈪
㈬㈮9時～11時。湖北台中央公園ゲー
トボール場。軽い運動で楽しい仲間と
の生涯スポーツ。道具貸し出しあり。
無料。 舟木☎7149－8857
▼書をご一緒に　毎回㈪午後（月2
回）。我孫子南近セほか。優しい指導
で毛筆（漢字・かな）、硬筆が楽しく
上達。初心者歓迎。入2000円。月
2000円（教材別）。 白友会・桑原☎
7183－3870
▼ゲートボール入門講座　毎週㈫・㈯
13時～16時。中峠亀田谷公園ゲート
ボール場。都合の良い日時で参加可。
静止ボールをスティックで打つ軽い運
動。楽しい生涯スポーツ。用具貸与。

ねもと☎ 7139－6633
▼江戸東京散歩茜会　毎月第1㈫・㈮、
第2㈫、第3㈭のいずれかに所属。年
に10回。9時15分我孫子駅集合。行
程約5㎞ 。健康に良く知的で楽しい会。
講師・解説あり。年1万1000円。
越岡☎7184－2047
▼まほろば社交ダンス　毎回㈫13時
～15時（月3回）。我孫子南近セほか。
和やかに楽しく、体操を取り入れた練
習。体験・見学自由。60歳以上の経
験者。月2100円。 松下☎7100－

3875
▼子どもの無料学習室 天王台教室　
毎週㈬17時～。エール我孫子（天王台
南口徒歩5分、岩佐ビル2階）。小中学
生歓迎。 自主夜間中学あびこプラス・
ワン谷川☎080－7350－7900、相澤
☎090－4240－1975
▼草月流生け花（すみれの会）　毎月
第1㈭午前中。湖北地区公民館。4
級師範以上（初心者別途応相談）。月
3500円（材料費込み）。 久山☎080
－5056－5286
▼お琴さくらの会　毎月第2㈭13時
30分～。湖北台近セ。月1500円。ボ
ランティア年数回。初心者相談。小
学生は毎月第4㈯午前中（1回500円）。

佐藤☎080－4165－5401
▼アルゼンチンタンゴダンス　毎月第
1・2・3㈯19時～20時30分。湖北地
区公民館。初心者歓迎。易しいステッ
プから曲に合わせて踊れるまで。入
3000円。月5000円。 奥谷☎090
－9335－9567
▼お茶の会　毎月第2㈯午後。湖北台
近セほか。初心者歓迎。月1000円（小
学生500円）。 武田☎090－2157
－7713

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

士）　定36人　費500円　 ・ 老い
じたくあんしんねっと・杉浦☎090－
9804－0830

我孫子市美術家協会展
 絵画体験教室

日①4月11日㈯10時～12時②13時～
15時③4月12日㈰10時～12時　所市
民プラザ会議室1　内・講師①水墨画・
小宮山利子さん②水彩画・山田きんし
んさん③鉛筆デッサン・石井良道さ
ん　定各先着10人　費無料　 ・ 4
月5日㈰必着ではがきに希望講座・住
所・氏名・電話番号を明記。〒270－
1142泉17の27山田きんしん☎7184
－1230
湖北地区公民館（コホミン）講座

◎寺子屋コホミン（前期）
日4月18日㈯、5月16日㈯、6月27日
㈯10時～11時30分　内川村学園女子
大学教育学部の学生を講師に学ぶこと
の楽しさや達成感を味わおう　対全3
回参加できる小学1年～4年生　定20
人　費無料　所・ ・ 湖北地区公民
館☎7188－4433※ホームページか
らも申込可

募集  
総合型地域スポーツクラブ

布佐健康クラブ
日・内第1㈯簡単ヨガ・体操、ショー
トテニス、室内ペタンク。第2㈰ショー
トテニス。第3㈯簡単ヨガ・体操、グ
ラウンドゴルフ。第4㈰体操、室内ペ
タンク、卓球、卓球バレー。第5㈯体
操、班会議、掃除。9時50分～12時。
※バス旅行やウオーキングなどあり　
所布佐南小学校　費年3000円　持室
内履き、飲み物、タオル、ヨガマット（バ
スタオル可）　 川端☎7189－4975

イベント  
第37回市内ランク別卓球大会

日4月19日㈰受付9時～　所市民体育
館　内3ダブルスの団体戦、1～3部
のランク別（予選リーグ戦・順位トー
ナメント戦）　対市内在住・在学・在
勤の方、連盟会員※1チーム3・4人

（男女混合可）　費1チーム2500円（連
盟会員のみ2000円、高校生以下のみ
600円）　持ゼッケン　 ・ 3月27
日㈮必着で申込用紙（我孫子市卓球
連盟ホームページからダウンロード
可）を郵送・Eメール。〒270－1176
柴崎台1の13の20佐藤隆洋☎090－
2532 － 2835 tndttclub@gmail.
com

第137回史跡文学散歩
八柱霊園を訪れ、桜の花を楽しむ

日3月31日㈫我孫子駅改札口9時集合
※小雨実施　内我孫子駅→新八柱駅→
八柱霊園（我孫子ゆかりの偉人の墓）　
費500円（要申込）　講師・ ・ 我
孫子の文化を守る会・伊藤☎090－
2452－5832

第38回ペタンク大会
日4月19日㈰8時30分～※小雨実施　
所五本松運動広場　内リーグ戦※1
チーム3人　費1人300円　 ・ 3月
31日㈫必着ではがき・ファクスに大
会名、チーム名、参加者全員の住所・
氏名、ボールの有無、代表者の電話番

号を明記。〒270－1165並木6の1の
12垣内隆男☎090－4609－1351
7182－2703

第51回卓球市民大会
日5月3日㈷受付9時～　所市民体育館
種目男子の部…シングルス（高校生・
一般・40歳以上・60歳以上の部）、ダ
ブルス（年齢制限なし）。女子の部…シ
ングルス（年齢制限なし、団体戦にも
出場可）、団体戦（4人以上の3複。合
計年齢が制限なし・260歳以上の部）。
ラージボールの部…ダブルス団体戦

（当日抽選編成予定）　対市内在住・在
学・在勤の方　費1人300円（高校生
以下200円）、女子団体のみ1200円　
持ゼッケン　 ・ 4月3日㈮必着
で、はがきに大会名・種目・団体名・
住所・氏名・生年月日・電話番号を明記。
〒270－1144東我孫子2の4の73海
野義郎☎090－5527－6711

第22回合同作陶展
日4月4日㈯10時～17時、5日㈰10
時～15時　所湖北地区公民館　内展
示、陶芸体験教室　費無料　 高砂☎
070－4401－4209

講演・講座・教室  
遺言書の作成・生前贈与

日4月2日㈭9時30分～11時30分　所
我孫子南近隣センター第1会議室　内
財産などを安心して引き継ぐための
ポイント　講師井栗禎子さん（司法書

お知らせ  
定例教育委員会

日3月25日㈬14時予定（議案内容によ
り変更あり）　所水道局4階会議室　
内3月19日㈭以降にお問い合わせくだ
さい。傍聴する方は、開催予定時間前
に傍聴券に必要事項を記入し、指示に
従って入室してください　 教育委員
会総務課☎7185－1110
下水道法第9条の規定に基づく

公共下水道の供用開始についての縦覧
期間3月17日㈫～31日㈫　供用開始
区域高野山・中峠・中里・布佐の一部　
縦覧場所・ 下水道課（市役所東別館
2階）・内線538
事業者向けキャッシュレス決済説明会

日4月8日㈬14時～16時　所市役所
分館1階大会議室　内総務省推進バー
コード決済の統一規格【JPQR】の市内
事業者向け説明と申し込み※詳しくは
広報あびこ3月1日号の折り込みをご
覧ください　定先着30者　 ・ 3月
25日㈬までに商業観光課・内線610

献血にご協力を
日3月26日㈭10時～11時45分、13
時～16時　所市役所本庁舎1階ロビー
対男性45㎏ 以上、女性40㎏ 以上で16
歳～69歳の方（65歳以上の方は60歳
～64歳までに献血経験がある方）　持
献血カード、本人確認書類（免許証・
健康保険証など）　 社会福祉課・内
線377

労災職業病なんでも相談会
日3月28日㈯13時～16時　所船橋市
勤労市民センター　内弁護士・労働安
全衛生管理者・ソーシャルワーカーに
よる問題解決　費無料　 千葉中央
法律事務所☎043－225－4567
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