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情報ひろば 市や官公庁主催・共催・後援、補助団体の記事を
掲載しています。
各項目は、次のように省略しています。

…日時、 …場所、 …内容、 …講師、 …出演、
…対象、 …定員、 …報酬・報償、 …選考方法、
…費用、 …入場券販売所、 …持ち物、 …申し

込み（記載のないものは申込不要）、 …問い合わせ

▼クラシックバレエ無料体験　5・6
月毎週㈯①10時30分〜②11時30分
〜。①幼児、児童、初心者（大人可）
②経験者。エストレーラバレエスタジ
オ（布佐）。男の子も大歓迎。 ・ 荒
井☎7189－5885（HP申込可）

会員・仲間募集 やってみよう

▼シニアアンサンブル“あすなろ”　
毎月第2・4㈮14時〜16時。湖北台市
民センター。現在団員数18人。特に
弦楽器希望※どの楽器でも可。初心者
大歓迎。 1500円。 1500円。
柳原☎080－3515－7609
▼あびこシニアクラブ 定年男性の集
まり（旧老人クラブではありません）　
毎月第3㈫。市内近セ。ボランティア、
学習、分科会（太極拳・ゴルフ・料理
など12分科会）。 1000円。 2000
円。 高橋☎090－1705－8694
▼シニア・コーラス「ネトコンセイ」　
月2回㈰午後。根戸近セほか。懐かし
い童謡・唱歌を混声合唱で。 1000
円。 2000円。 根戸混声合唱団・
奥井☎090－2536－8356

市民伝言板
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 、 …講師、 …入会金、

…月会費、 …年会費、 …申し込み、 … 
問い合わせ

講演・催し たのしもう

▼ヨガ無料体験会　①5月6日㈭13時
〜、15時〜②9日㈰9時30分〜、10
時50分〜。我孫子南近セ。体を動か
したい方も初めての方も、血行を良く
しましょう。 後藤☎080－3081－
0214
▼ペットロス相談会　5月11日㈫・
17日㈪・25日㈫・28日㈮13時〜。
我孫子南近セ。愛犬愛猫との死別。思
い出を語る。人間関係悩み相談も可。
1人30分（当日参加可）。2000円。
・ 渡邉☎090－6197－6397
▼NPO法 人 パソコン 楽 しみ 隊 市 民
ICT講座「Windows10とメールを使
おう」　5月25日㈫13時30分〜。我
孫子南近セ。Windows10でのメー
ルの利用とメールの基本。先着8人。
1500円。 ・ 濱田☎080－2534
－2539

Abiボラ・ゴールデンウイーク
プログラム

◎子どもでも読み聞かせボランティ
アになれる！　 5月5日㈷10時〜12
時　 絵本の読み聞かせボランティア
になるための基礎を学ぶ　 秋田桂子
さん（人形劇団くさぶえ）
◎アジアの子どもに絵本を届けよう　

5月5日㈷13時30分〜15時30分　
絵本に翻訳シールを貼る作業。絵本

を受け取る子どもや国の状況も学ぶ
〈共通〉 小学校高学年〜高校生　 先
着10人　 無料　 ・ ・ 電話・フ
ァクス・Eメールで住所、氏名、電話
番号を明示。市民活動ステーション☎

7165－4370 abikosks@themis.
ocn.ne.jp

我孫子市結婚相談所
マスクdeミニ婚活

◎パート1 1対1ブース婚活　 5月
15日㈯　 男女1対１でのトーク　
男性…43歳までの独身の方、女性…
独身の方　 男女各8人程度（抽選）　

5月9日㈰まで
◎パート2 ミドル婚活　 5月23日㈰ 

自己紹介、ゲーム、フリータイムほ
か　 40歳〜49歳で独身の方　 男
女各12人程度（抽選）　 5月12日㈬
まで

〈共通〉時間15時〜17時　 1000円 
・ ・ 電話・Eメールで住所、氏 

名、生年月日、電話番号を明示。我
孫子市結婚相談所あび♡こい♡ハート

（けやきプラザ11階）☎7184－8100
wedding@abiko-shakyo.com

小中学生テニス大会（硬式）
中学生…6月6日㈰、小学生…6月

13日㈰9時〜17時※雨天中止　 市
民体育館　 小学生シングルス（男子・
女子）、中学生シングルス（男子・女子）。
詳細は我孫子市テニス連盟ホームペー
ジ参照　 市内・近隣市町村在住・在
学の小・中学生　 各先着36人　
1800円　 ・ 5月13日㈭までにE
メールで住所、氏名、年齢、電話番
号、種目を明記。田中☎080－6714
－0625 info@abkta.main.jp
新木地区まち協・湖北地区社協共催

らくらく健康体操
5月26日㈬10時〜11時　 バラ

ンスボールで楽しく健康　 先着20
人　 無料　 ・ 新木近隣センター
☎7188－2010

講演・講座・教室
高齢者のためのなないろいきいき教室
5月19日㈬10時〜11時30分　 市

民プラザ　 エンディングノートを
一緒に書いてみませんか　 藤田公俊

さん（行政書士）　 市内在住で65歳
以上の方　 先着20人　 無料　 ・

5月18日㈫までに我孫子北地区高齢
者なんでも相談室☎7179－7360

理学療法士の腰痛改善教室
5月29日㈯10時〜12時　 高見沢

圭一さん、山口正貴さん（東京大学医
学部付属病院理学療法士）　 手術予
定がない40歳以上で、腰痛や足のし
びれで困っている方や腰が疲れやすい
方　 先着30人　 300円　 ・ ・

5月28日㈮までに申込書を持参。福
祉ふれあいプラザ☎7165－2881

〈 募集
トロイメルコンサート出演者

8月8日㈷14時〜16時※演奏時間
10分〜15分　 湖北地区公民館　
音楽のジャンル・楽器の種類不問　
次の全てに該当する方①市内在住・在
学・在勤で中学生以上40歳以下の方
②発表会などの出演経験がある方③使
用する楽器を持参できる方④打ち合わ
せ（代表者のみ可、6月27日㈰予定）・
リハーサル（8月7日㈯予定）に参加で
きる方　 4団体（1団体2〜8人）　
無料　 ・ 5月31日㈪（必着）まで
に申込書（市ホームページからダウン
ロード可）を郵送・ファクスまたはち
ば電子申請サービス。〒270－1166
我孫子1684教育委員会文化・スポー
ツ課☎7185－1601 7185－1760

お知らせ
法廷傍聴会

5月12日㈬13時〜16時　 事前説
明会、法廷傍聴、傍聴後の解説　
先着20人　 無料　 ・ ・ 5月7
日㈮9時〜千葉県弁護士会松戸支部☎
047－366－1211

杉村楚人冠記念館臨時休館
期間　5月11日㈫〜14日㈮※邸園は
通常どおり利用可　 杉村楚人冠記念
館☎7187－1131
5月12日は民生委員・児童委員の日

民生委員・児童委員は、誰もが安心し
て生活できる地域づくりのために活動
しています　 社会福祉課・内線649

猫譲渡会＆フリーマーケット
5月16日㈰10時〜12時　 アビス

タ前広場（手賀沼公園側入り口）　
日用品の販売。売り上げは市内の野良
猫を増やさない活動に使用　 ねこ友
会・早川☎7188－0007
シルバー人材センター入会説明会
5月19日㈬10時〜11時　 我孫子

南近隣センター　 市内在住の60歳
以上で働く意欲がある方　 先着15
人　 年2400円　 ・ シルバー人
材センター☎7188－2200

イベント

市内交通（人身）事故発生件数
我孫子警察署管内　3月末日現在

3 月の発生件数 28 件
今年の発生件数（1 月〜） 69 件
前年同期比 +1 件

3 月の死者数 0 人
今年の死者数（1 月〜） 0 人
前年同期比  －2 人

3 月の負傷者数 33 人
今年の負傷者数（1 月〜） 81 人
前年同期比 +3 人

日時　5月30日㈰午前10時〜正午
場所　アビスタ工芸工作室
内容　料理やお茶、美容などさまざまな場面で活用できるハ
ーブ。今回は、収穫しながら育てられるハーブを中心に寄せ
植えをします。
講師　瀧口律子さん（ハーバルクリエイター）
定員　先着15人　費用　3000円（材料費）
持ち物　筆記用具、ミニシャベル、エプロン、持ち帰り用袋

・ 　NPOテラス21緑の事務局☎080－9344－4378（平日・土曜日午前
10時〜午後5時※5月2日㈰〜5日㈷は休業）※留守番電話の場合は氏名、住所、
電話番号を明示

緑の講習会
ハーブの寄せ植え講座

節電しよう！ゴーヤー苗プレゼント
日時　5月8日㈯①午後2時〜②4時〜
場所　①アビスタ前広場（手賀沼公園側入り口）
②あびこショッピングプラザ
配布数　各200本（1人2本、なくなり次第終了）
※ゴーヤーの育て方、緑のカーテンの作り方、
緑のカーテンコンテストの案内あり
今年も緑のカーテンコンテストを開催し
ます！
　詳しくは広報あびこ7月1日号（予定）でお知らせします。

　エコライフあびこ・深山☎7181－5036、手賀沼課☎7185－1484

始めよう！緑のカーテン

▲令和2年度一般市民部門最優秀賞作
品（今井満さん）

広報あびこ4月16日号の訂正
　広報あびこ4月16日号1面に掲載
した「成田線の歴史」で、新木駅の
開業日に誤りがありました。正し
くは「昭和33（1958）年4月1日」で
す。お詫びして訂正します。

　広報あびこに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の影響に
より延期・中止する場合があります。各問い合わせ先にご確認ください。
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