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2022　8月2日㈫13時30分～16時。
アサリ3D模型ほか。小学5～6年生※
保護者同伴。先着20組。無料。詳し
くはプラザホームページ。場所・ ・

東葛テクノプラザ☎7133－0139
▼柏・麦わらぼうしの会　第23回朗
読劇「この子たちを忘れない2022」原
爆の記憶　8月6日㈯14時～。柏市民
文化会館小ホール。999円（18歳以下
300円）。 ・ 見城☎7182－5227

会員・仲間募集 やってみよう

▼舞夢我孫子サークル社交ダンス入門
クラス　月3回㈪。初回は7月4日㈪
15時15分～16時15分。アビスタ。
先着5人。 2,000円。 北原☎7183
－5245
▼レクリエーションダンス「AZU」　毎
月第1・3㈪10時～11時30分。湖北
台近隣センターほか。やさしいリズム
で楽しく踊る。1回500円。 高橋☎
090－5319－4601
▼健康麻雀「紡ぐ会」　毎週㈬12時～
15時。アビスタ。初心者可。6人。
500円。 石橋☎7185－1914
▼ヴォーカルアンサンブルうたのわ
毎週㈭13時～14時30分。近セふさの
風。楽しく歌いましょう。叙情歌か
らポップスまで。 500円。 飯田☎
070－7791－6633
▼絵手紙をご一緒に　毎月1回。今月
は12日㈫13時30分～16時。市民プラ
ザ。季節のモチーフで描きます。7人。
男女不問。1回800円。 純

す み

画
え

の会・
岡本☎080－5861－0150

▼中高年から始めるらくらくピアノ無
料体験会　7月13日㈬10時30分～11
時30分。一粒の麦（都部83の1）。グ
ループで気軽にキーボードを楽しも
う！ 5人。 ・ 三好☎ 080－2090
－0871
▼大正琴和み会第12回演奏会　7月
16日㈯13時30分～。けやきプラザ。　

「宇宙戦艦ヤマト」「ひばりの佐渡情話」
「糸」ほか。無料。 石川☎7187－
0059
▼我孫子寿寄席　7月17日㈰15時～。
我孫子市商工会館。昔昔亭桃乃助（真
打ち）、春風亭吉好（二つ目）、桂南太
郎（前座）。2,000円。8月は休演。
・ みやま☎090－3102－8070
▼インターネット音楽を楽しもう（Ama
zon無料会員・プライム会員）　7月19
日㈫または28日㈭10時～12時。市民
プラザ。1,500円。資料は会計後Eメー
ル送付。 今泉☎090－4715－2905
▼パソコン楽しみ隊市民ICT講座　7
月22日㈮13時30分～。我孫子南近セ。
フォトアプリで写真加工、動画作成な
ど。先着10人。1,500円。 ・ 川口
☎080－3280－2469
▼我孫子平和行進　7月23日㈯10時
～※小雨実施。市役所第2駐車場集合。
手賀沼公園まで行進。どなたでも。無
料。 加藤☎7189－1781
▼朗読「樹

き

々
ぎ

の会」発表会　7月25日
㈪14時30分～16時30分。市民プラザ。
藤沢周平「小鶴」朗読劇と三味線演奏
家岡村愛さんの琴の独奏。 萩野谷☎
090－9844－7477
▼東葛テクノプラザ夏休み科学教室

猫譲渡会
7月3日㈰・17日㈰、8月7日㈰・

21日㈰12時～15時※雨天中止　 市
役所駐車場※譲渡は条件あり。持ち込
みは要事前連絡。保護犬猫の引き取り
不可　 ねこわんこ☎080－8723－
9550
ふたつのサマージャンボ宝くじ

7月5日㈫～8月5日㈮まで「サマー
ジャンボ」と「サマージャンボミニ」
が販売されます。収益金は市町村の明
るく住みよいまちづくりに使用されま
す。購入は県内の宝くじ売り場で！　

（公財）千葉県市町村振興協会☎043
－311－4162
シルバー人材センター入会説明会
7月14日㈭14時～15時　 市民

プラザ　 市内在住の60歳以上で働
く意欲がある方　 先着15人　 年
2,400円　 ・ 7月11日㈪までにシ
ルバー人材センター☎7188－2200

猫譲渡会&フリーマーケット
7月17日㈰10時～12時　 アビス

タ前広場（手賀沼公園側入り口）　 保
護猫の譲渡、日用品の販売※売り上げ
は野良猫を増やさない活動に使用。保
護猫飼育ボランティア募集中　 ねこ
友会・早川☎7188－0007

事業承継出張相談会
8月1日㈪10時～、13時～、14時

30分～　 市役所分館中会議室　
中小企業の事業承継や事業引き継ぎの
事務に精通した専門家が対応　 市内
事業者　 無料　 ・ 7月25日㈪ま
でに千葉県事業承継・引継ぎ支援セン
ター☎043－305－5272

まち協情報
こもれびまちづくり協議会

◎こもれびそば打ち教室 7月24日
㈰、8月28日㈰、9月25日㈰9時～（全
3回）　 10人※初心者優先　 各日
①500g打ちコース1,800円②700g打
ちコース2,000円※初心者は①　 エ
プロン、三角巾、タオル、布巾2枚、
持ち帰り用容器　 ・ ・ 7月8日㈮

（必着）までに往復はがきに教室名、郵
便番号、住所、氏

ふ り

名
が な

、電話番号、コー
ス名を明記。〒270－1144東我孫子

1の41の33近隣センターこもれび☎
7165－2011

我孫子南まちづくり協議会
◎IT/PC相談室 7月16日㈯13時
20分～16時30分　 ①相談（1人60
分）②ミニ相談（1人20分）　 ①12人
※初めての方優先　 相談したい機器

①300円②100円　 ①7月3日㈰～
◎親子で遊ぶ夏まつり 7月24日㈰
10時～15時　 キッズコーナー（ヨー
ヨー釣りなど）、似顔絵、絵本の部屋、
小学生書道展など　 一部有料
◎はじめての油絵体験会 7月24日
㈰13時30分～15時30分　 村井弘一
さん（日本美術家連盟会員）　 小学4
年生～80歳　 12人　 汚れてもよ
い服装　 200円　 7月3日㈰～※
見学は自由

〈共通〉 ・ ・ 我孫子南近隣センタ
ー☎7181－1011

新木地区まちづくり協議会
◎料理セミナー 7月24日㈰13時
30分～16時　 手打ちうどん　 川
上恵子さん　 12人　 800円　 室
内履き、エプロン、三角巾、布巾、手
拭き、タオル（足踏み用）、レジャーシー
ト、麺棒（お持ちの方）、筆記用具、持
ち帰り用容器　 ・ ・ 7月7日㈭～
19日㈫に新木近隣センター☎7188－
2010

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 、市セ…市民センター 、
…講師、 …入会金、 …月会費、 …年会費、

…持ち物、 …申し込み、 … 問い合わせ

講演・催し たのしもう

▼あびショップ　7月8日㈮10時～18
時、9日㈯10時～17時。イトーヨーカ
ドー我孫子南口店。手作り品、雑貨、
アクセサリー、木工品などの販売。会
員募集。 関☎080－5452－6190
▼ウクライナ支援ひまわりコンサート
7月10日㈰13時30分～。松戸市民会
館。我孫子・柏・松戸・鎌ケ谷・流山
合同。 出演コカリナの黒坂黒太郎ほ
か。3,000円。 コカリナ実行委員会・
白石☎090－7181－3778

 市民プラザ
◆第19回現代アート遊展 1日㈮
～6日㈬10時～18時（初日13時～、
最終日16時まで）　 関谷☎7189－
1518
◆第2回白琳（今井信）水彩画展・手造
りギター展 9日㈯～13日㈬10時
～17時　 韓☎090－6728－0888
図書館　1日㈮～31日㈰
休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）

湖北台分館ミニギャラリー
◆海辺の風景　水彩画　野崎信一
布佐分館ミニギャラリー
◆切り絵&水墨画展　石川孝・吉田華
宇
アビスタ1階中央通路
開館時間:9時～21時　休館日:25日㈪

◆我孫子野鳥を守る会50周年記念
手賀沼流域7市巡回野鳥写真展 1
日㈮～11日㈪（初日12時～、最終日
15時まで）　 竹内☎090－3907－
8355
◆公募補助金採択団体活動紹介
12日㈫～26日㈫（初日13時～、最終
日13時まで）　 市民協働推進課・内
線488
◆宇野隆「昆虫画展」 27日㈬～31
日㈰（最終日15時30分まで）　 宇野
☎7188－9591
けやきプラザ

 休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
第2ギャラリー
◆「海」をテーマにしたキルト作品展

6日㈬～10日㈰10時～17時（最終

日16時まで）　 月
や ま な し

見里☎7183－
7506
第1・2ギャラリー
◆ちっちのアトリエ作品展 21日
㈭～24日㈰9時～18時（最終日16時
まで）　 坂本☎080－4353－4243
◆森岡絵画教室展 26日㈫～31
日㈰11時～18時（初日12時～、最終
日16時30分まで）　 小池☎090－
4930－6773
アビシルベ　開館時間：9時～18時

☎7100－0014
◆カヌー展示inアビシルベ 10日
㈰まで
水の館ミニギャラリー
開館時間：9時～17時　休館日：27日㈬
◆我孫子野鳥を守る会50周年記念

手賀沼流域7市巡回野鳥写真展 1
日㈮～20日㈬（初日12時～、最終日
15時まで）　 竹内☎090－3907－
8355
けやきプラザ県民講座・講習（申込制）
◆認知症予防のためのスマホ活用講
座 14日㈭　 7階介護実習室
市川貢さん（シニア情報生活アドバイ
ザー）　 20人
◆頑張りすぎない介護のコツ 20
日㈬　 7階研修室　 宮本厚士さん

（シニアライフアドバイザー）　 50人
〈共通〉時間13時30分～15時30分

無 料　 ・ ふれあい プラザ ☎
7165－2886※月曜休館（休日の場
合は翌平日）※専門職対象県民研修は
ホームページをご覧ください

7月

杉村楚人冠記念館・白樺文学館

Twitterで情報を発信しています！
　杉村楚人冠記念館と白樺文学館で
は、イベントや企画展などの最新情
報から、杉村楚人冠や白樺派の文人
たちのくすっと笑えるこぼれ話まで、
さまざまな情報を発信しています。

教育委員会文化・スポーツ課
☎7185－1583

◎白樺文学館
アカウント
@abikoshirakaba

◎杉村楚人冠記念館
アカウント
@sojinkan1872

ほぼ毎日呟いていますので、
ぜひフォローをお願いします！

https://mobile.twitter.com/sojinkan1872
https://mobile.twitter.com/abikoshirakaba
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