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我孫子北まちづくり協議会
◎2022みんなのフェスティバル
11月20日㈰10時～15時　 ダンス、
和太鼓、楽器演奏など
◎講演会「エベレストの山頂に“あび
こ”の名を掲げた男」 11月26日㈯
13時30分～15時30分　 倉岡裕之
さん（登山家、市内在住）　 先着60
人
〈共通〉 無料　 室内履き　 ・ 我
孫子北近隣センター並木本館☎7157
－4517※車での来場不可

ふさの風まちづくり協議会
◎太巻きまつりずし講習会 11月
27日㈰13時～15時　 川合美津子さ
ん　 先着12人　 800円　 エプ
ロン、三角巾、布巾、まきす（小）、
持ち帰り用容器、筆記用具　 ・
・ 近隣センターふさの風☎7181－
6211

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

▼言葉と音楽の処方箋　11月5日㈯①14
時～15時15分②15時30分～17時。湖北
地区公民館。①講演、歌②がん哲学外来
あびこカフェ。 樋野興夫さん（順天堂大
学名誉教授）。①先着50人②先着30人。
300円。 ・ 中野☎090－4619－6933
▼歌声クラブ　11月7日㈪、12月9日
㈮13時30分～15時。我孫子北近セ並
木。楽しく歌いましょう。700円。 室
内履き。 稲吉☎090－4027－6903
▼来たる年干

え

支
と

“卯
うさぎ

”木目込講習　12
月3日㈯・11日㈰・17日㈯13時30分
～16時30分。市民プラザ和室。椅子
あり。2,100円。 11月8日㈫・15
日㈫14時～16時に市民プラザ会議室

▼石コウデッサン会　毎月1回。近セ
こもれび。11月は13日㈰13時～16
時。絵に必要な形と陰影の表現を基

2。 鈴木☎7164－6609
▼ボーイスカウト流X

ク リ ス マ ス

masの準備　11
月27日㈰10時～12時。我孫子第1団野
営場。松ぼっくりのツリー工作など。小
学1～2年生（保護者同伴）。先着20組

https://www.scout.or.jp/waku
waku2022/　 長原☎7139－6310
▼あびこ市歩こう会　11月13日㈰※
小雨実施。常磐線快速我孫子駅発8時
15分乗車、三鷹駅下車。風の散歩道・
井の頭恩賜公園10kmウオーク。吉祥
寺駅解散。300円。 昼食。 鈴木☎
090－1404－7463
▼元気の出る歴史人物講座　11月13
日㈰16時～17時30分。パレット柏。
命をささげて祖国を守った「中川州

くに

男
お

」。先着50人。1,000円（高校生以
下無料）。 ・ 日本の心を育む会・
岩渕☎090－4847－0400
▼パソコン楽しみ隊市民ICT講座「イ
ンターネットの上手な使い方」　11月
25日㈮13時30分～。我孫子南近セ。
サイバー犯罪に遭わないように。先着
10人。1,500円。 ・ 若崎☎080
－5012－4618

会員・仲間募集 やってみよう

▼歌の広場　毎月第2㈪10時～11時
30分。湖北台西小学校。次回11月14
日㈪。ストレッチで身体をほぐし、
童謡や昭和歌謡を歌う。10人。500
円。 阿部☎070－6658－8624
bebeakiko1004@gmail.com
▼水彩画教室「写生画友会」　月2回㈬
13時30分～16時30分。市民プラザ。
和気あいあいとした楽しいサークルで
す。 小林大彦さん。 2,000円。
2,000円。 鈴木☎7139－6678
▼はじめてでも楽しく弾けるシニアの
ための脳トレピアノ　隔週㈭15時～
17時（1人20分）。近セふさの風。先
着5人。無料。 アンダンテ・沢木☎
070－7791－6633

礎から。見学歓迎。 2,000円。
10,000円。 四宮☎090－9305－
8457

 市民プラザ
◆第24回あびこデッサン展 4日㈮
～9日㈬10時～17時（初日13時～）　
森☎7182－3965
◆市民文化祭書道展 12日㈯～16
日㈬10時～17時（最終日16時まで）　
河野☎7182－9065
◆第13回写心クラブ「らっく」展
18日㈮～23日㈷10時～18時（初日
12時～、最終日17時まで）　 三好
☎7183－9850
◆第30回あびこ国際交流まつり　外
国と日本語クラスの紹介展示 27
日㈰10時～16時　 我孫子市国際交
流協会☎7183－1231
 図書館
 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
◆めるへん文庫第11集 表紙・挿絵
文化・スポーツ課　 27日㈰まで
布佐分館ミニギャラリー
◆手編み作品展 松永ナナ子手編み教
室　 30日㈬まで

アビスタ1階中央通路
 開館時間:9時～21時　休館日:28日㈪
◆加遊画会油彩画展 1日㈫16時ま
で　 篠崎☎7184－5424
◆JBF2022　ワイルドライフアート
作品展 5日㈯～6日㈰（初日9時30
分～、最終日15時30分まで）　 手
賀沼課☎7185－1484
◆今泉岐

き

葉
よう

と生徒の書道展 7日㈪
～12日㈯（初日12時～、最終日17時
まで）　 今泉☎090－5416－5557
◆「私の健活」作品展 14日㈪～
20日㈰（初日13時～、最終日15時ま
で）　 健康づくり支援課☎7185－
1126
◆子どもの人権ポスター原画コンテ
スト応募作品展 21日㈪～26日㈯
（初日10時～、最終日16時まで）　
社会福祉課・内線432
 けやきプラザ　
 休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
第1ギャラリー
◆第6回エンジョイフォト写真展

1日㈫～6日㈰10時～17時（初日12時
～、最終日16時まで）　 吉羽☎090
－9000－1695
第2ギャラリー
◆二人展 1日㈫～6日㈰10時30分
～17時（初日12時～）　 関谷☎090
－4206－6242
◆カラフルニット展 9日㈬～13日
㈰10時～17時（最終日16時まで）　
右近☎090－2217－2682
第1・2ギャラリー
◆第16回千葉県福祉機器展2022
19日㈯9時30分～16時30分　 けや
きプラザ☎7165－2886
◆「平和の集い～我孫子から平和を願
う～」展 23日㈷～12月4日㈰9時
～19時（最終日16時まで）　 企画政
策課☎7185－1426
 アビシルベ　開館時間：9時～18時
　☎7100－0014

◆JBF PRイベント「ちょっと先取り
JBF」 6日㈰まで
◆市民文化祭書道展PR 7日㈪～

14日㈪（初日10時～、最終日17時ま
で）
◆アートアンブレラ展示 17日㈭
～21日㈪（初日12時～）
◆「平和の集い～我孫子から平和を願
う～」展 23日㈷～12月4日㈰（最
終日17時まで）
 けやきプラザ県民講座・講習（申込制）
◆Withコロナ時代の身体づくり
4日㈮　 池田卓規さん（パーソナル
トレーナー）
◆人とつながり、社会とつながる
25日㈮　 原沢修一さん（国家資格
キャリアコンサルタント）
〈共通〉時間13時30分～15時30分　
7階研修室　 50人　 無料　 ・
ふれあいプラザ☎7165－2886※

月曜休館（祝日の場合は翌平日）※専
門職対象県民研修はホームページをご
覧ください

11月

11月5日㈯・6日㈰開催　日本最大級の鳥のイベント

ジャパンバードフェスティバル（JBF）2022

　行政・NPO・学生・市民団体などによる鳥や自然環境に関
する研究・活動の発表、鳥の彫刻・絵画・写真展、船上バー
ドウオッチング、鳥関連グッズの販売などを行います。詳し
くはJBFホームページ（QRコード参照）をご覧ください。
日時　11月5日㈯午前9時30
分～午後4時、6日㈰午前9時
30分～午後3時
※雨天実施
※できるだけ公共交通機関を
ご利用ください。
場所　我孫子駅前（南口～ア
ビシルベ）、アビイホール（イ
トーヨーカドー我孫子南口店
3階）、アビスタ、手賀沼公
園、鳥の博物館
※各会場で実施内容が異なります。
※当日は鳥の博物館の入館料と水の館プラネタリウムの入場料が無料です。
※感染対策協力金として、1グループ100円のご協力をお願いします。
　手賀沼課（JBF実行委員会事務局）☎7185－1484、当日は☎090－
9202－5163

　JBFがラジオ番組で紹介されます！　
◎NHKラジオ（FM80.7）
花ラジちば　「発見！わがまち」
日時　11月4日㈮午前11時～（JBFの紹介は11時30分～）
◎TBSラジオ（FM90.5、AM954）
ナイツのちゃきちゃき大放送
「ちゃきちゃきリポート　TOKYO潜入大作戦」
　JBF会場に中継リポートがやってきます。
日時　11月5日㈯午前9時～（JBFの紹介は10時～）
　あびこの魅力発信室☎7185－2493

https://www.scout.or.jp/wakuwaku2022/
https://www.scout.or.jp/wakuwaku2022/
mailto:bebeakiko1004@gmail.com
http://www.birdfesta.net/
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